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６月９日（土）京都府スポーツセンターにおいて多数の御来賓の出席のもと、盛大に開催することができ

ました。この表彰は、組織運営、選手育成、スポーツ医・科学、審判や競技会運営、指導活動を行われてい

る方をたたえる「功労者の部」と、平成 29年度中に国際・全国大会において、優秀な成績を収められた個人

及び団体、京都府民総合体育大会において永年にわたり出場された方をたたえる「優秀選手の部」がありま

す。また、その中でも特に顕著な御功績を挙げられ、本会会長が認めた方に「三色旗功労賞」、当該年度に最

も優れた競技成績を収められた方に「三色旗優秀選手賞」を授与しました。受賞されました方々は次のとお

りです。 

 

 
 

平成 30年度公益財団法人京都府体育協会表彰式を開催 

４１団体 １６７人を表彰 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

◇三色旗功労賞◇ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

第１2８号 201８.８ 

京都府 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

〇平成30年度公益財団法人京都府体育協会表彰式 〇総合型だより 〇JAPAN RISING STAR PROJECT 

〇プレミアムサタデー in Kyoto 2018 〇平成29年度スポーツ振興募金・賛助会員 

伊東 嵩英 様 

伊東 嵩英 
大宮町（体育

協会）支部長・

京丹後市体育

協会副会長、会

長として、組織

運営並びにス

ポーツの普及

・振興に貢献

された。 

木本  馨 
京都ボート

協会理事、理事

長、会長として

ボート競技の

普及・振興に

貢献され、ま

た、本会参与と

して、スポーツ

の充実・発展

に尽力された。 木本  馨 様 

坂田 緑郎 様 

坂田 緑郎
一般財団法人

宇治市体育協

会会長として、

組織運営並び

にスポーツの

普及・振興に

貢献された。 

 
城陽市体育

協会理事、理事

長、会長とし

て、組織運営並

びにスポーツ

の普及・振興

に貢献された。 

和田本 隆夫 様 
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功労賞代表受領 吉田 紀子 様 

有功賞代表受領 谷口 泱 様 

前田 佳代乃 様 

宮原 亮 様 

宮原 知子 様代理 

◇功労賞－組織運営：本会◇ 
西山正文  松井道宣（公益財団法人京都府体育協会） 

◇功労賞－組織運営：加盟団体◇ 
荒賀正孝（空手道） 今 啓員（レクリエーション） 

岩間博 室川幾陸（バレーボール） 大溝誠則（高体連）  

北尾宜史 中島浩之（少林寺拳法） 新庄直 森中松雄（ソフトテニス） 

谷口博 米井勝秀（陸上競技） 田村直也（相撲） 

德田進（一般財団法人宇治市体育協会） 麓信之（バスケットボール）   

坊奥正樹（体操）前川勝六（ソフトボール／公益財団法人京都市体育協会） 

水谷弘子（一般財団法人宇治市体育協会） 吉田紀子（弓道） 

◇功労賞－選手育成◇      
田中文明（陸上競技） 三輪欣之（バレーボール） 

◇有功賞－審判・競技会運営◇ 

古川博史（柔道）  水野文男（陸上競技） 

◇有功賞－指導活動◇ 
谷口泱（馬術）  藤井透（水泳） 

 

 

 

 

◇三色旗優秀選手賞－個人◇ 

前田 佳代乃（京都府自転車競技連盟） 
第 82回全日本自転車競技選手権大会 

トラック・レース 女子スプリント 優勝 

第 83回全日本自転車競技選手権大会 

トラック・レース 女子スプリント 優勝 

500ｍタイム・トライアル 優勝 

第 84回全日本自転車競技選手権大会 

トラック・レース 女子スプリント 優勝 

第 85回全日本自転車競技選手権大会 

トラック・レース 女子ケイリン 優勝 

女子スプリント 優勝 

第 86回全日本自転車競技選手権大会 

トラック・レース 女子スプリント 優勝 

 

宮原 知子（京都府スケート連盟） 
全日本フィギュアスケート選手権 

優勝 (４連覇） 

平昌オリンピック 

個人戦４位、団体戦５位 

世界フィギュアスケート選手権大会 2018 

銅メダル 
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京都府空手道連盟 

古川 孝 様 

優秀選手賞代表受領 

 大槻 浩二 様 

優秀競技団体賞代表受領 

京都府ゴルフ協会 溝口 明 様 

敢闘賞代表受領 

洛南高等学校陸上競技部 

野口 航平 様 

◇三色旗優秀選手賞－団体◇ 

 第 45回全日本空手道選手権大会  
男子団体組手 京都府チーム （京都府空手道連盟） 

  第 36回～第 45回全日本空手道選手権大会 

   男子団体組手 優勝（10連覇） 

◇優秀選手賞－個人◇ 

井本佳伸 大槻浩二 河添香織 ヘンプヒル恵 宮本大輔（陸上競技） 

遠山秀雄（ボート）小川晃平（新体操） 池本凪沙 一ノ瀬メイ  

乾友紀子 宇津木美都 北村友里 平山健太郎 福村寿華（水泳） 

今西美晴 西本恵（テニス）清水里佳子（ウエイトリフティング） 

草場啓吾（自転車競技）奥山命 今日和（相撲）井ノ口崇之 高谷惣亮 

高谷大地（レスリング）安齋美帆 中口遥 吉岡大（ライフル） 

中嶋明子 橋本将都 山本結花 吉田拓（カヌー） 

若林淑子（アーチェリー）荒賀龍太郎（空手道） 

大矢砂輔 郝以華（武術太極拳） 

◇優秀選手賞－団体◇ 
第 72回国民体育大会バスケットボール競技京都府少年男子チーム 

第 41回全日本都市対抗テニス大会京都市チーム 

2017少林寺拳法世界大会 森川風輝・森川春菜 組 

第 72回国民体育大会 ゴルフ競技 京都府少年男子チーム 

◇優秀競技団体賞◇ 
京都府ゴルフ協会  京都府テニス協会  一般財団法人京都陸上競技協会 

一般社団法人京都府バスケットボール協会  京都府空手道連盟 

京都府ラグビーフットボール協会  京都水泳協会 

京都府自転車競技連盟  京都府クレー射撃協会 

一般財団法人京都府剣道連盟  京都府バレ－ボール協会  

◇敢闘賞－個人◇ 
王子田萌 塩見綾乃 高原壮志 田原紘樹 橋本充央 藪田裕衣 

山西利和（陸上競技）千田寿男（弓道）大塚達宣（バレーボール） 

笠垣杏介 松島輝空（卓球）小 野乃花（新体操）奥田將人 

久保井仁菜 三山悟司（柔道）石橋孝一 橋本康徳  

花田直弥（ソフトテニス）川中鼓太郎 竹村翔太郎 辰巳海斗  

山本叡（水泳）今村咲 加治遥 梶谷桜舞 西尾萌々子  

藤原智也（テニス）井﨑茅夏 糸井夕奈 柏木麻希 柏木良太  

佐藤萌夏 島田都希 西川勝之 西村深聡 橋本菫 長谷胤午 

本田大智 松岡愛莉 武藤理恵瑠 安原嘉美（ウエイトリフティング） 

竹林小夏 田中沙季 千覚原七奈 山戸彩愛（相撲） 

飯村彩乃 飯村一輝 竹澤志緒里 寺山珠樹（フェンシング） 

伊藤海 伊藤朱里 今井佑海 植野麻奈美 清水美海 田村生吹、三浦哲史（レスリング） 

垣内珀琉 本田紗来（スケート）足立利佐子 佐藤匡哉（ライフル射撃）  

棚田大志 辻颯馬 野村結稀 松野謙信 嶺翔太郎（カヌー） 大隅一樹（アーチェリー） 

内田慎一郎 北沢瑞紀 澤島さくら 中野壮一朗 野村怜菜 藤田るり 若林寛斗（空手道） 

青嶋舞 山崎勝子（ボウリング）佐野萌子（オリエンテーリング）有森花音 田原嘉綺（武術太極拳） 

 近藤礼 嶋村愛香 田畑貴大（バトン） 
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奨励賞代表受領 

竹中 昌夫 様 

◇敢闘賞－団体◇ 
京都市立桂中学校陸上競技部女子駅伝チーム 洛南高等学校陸上競技部   

洛南高等学校陸上競技部男子 4×100ｍリレーチーム  立命館大学女子陸上競技部女子駅伝チーム   

洛南高等学校陸上競技部男子 4×400ｍリレーチーム  京都外大西高等学校弓道部男子チーム 

京都橘大学体育会弓道部男子チーム  田阪卓研  龍谷大学付属平安高等学校男子フルーレチーム   

イトマンスイミングスクール京都校男子 4×50ｍメドレーリレーチーム 京都サンガ F.C U-18     

京都府立鳥羽高等学校ウエイトリフティング部女子チーム  桃園ハンドボールクラブ   

同志社大学体育会射撃部女子チーム  京都府カヌー協会男子カナディアンペアチーム   

久美浜ジュニアカヌーチーム女子カヤックペア 同志社大学体育会カヌー部女子カヤックペアチーム  

同志社大学体育会カヌー部新人男子カヤックペアチーム 同志社大学体育会カヌー部新人男子チーム   

同志社大学体育会カヌー部新人男子カナディアンペアチーム    

同志社大学体育会カヌー部新人男子カナディアンチーム  

同志社大学体育会カヌー部男子カヤックペアチーム 立命館大学体育会カヌー部男子カヤックチーム  

立命館大学体育会カヌー部男子カヤックフォアチーム  少林寺拳法伏見丹波橋スポーツ少年団   

◇奨励賞◇ 
【向日市】  太田梨沙 小川和歌子（バスケットボール） 長嶋友美（バレーボール）   

福田幸子（ゲートボール）  福田睦男（グラウンド・ゴルフ） 

【長岡京市】 竹中昌夫（グラウンド・ゴルフ） 

【宇治田原町】上辻恵 小林麻美子 谷由美子 畑谷裕子（バレーボール） 

       奥村鈴子 森下聡（ボウリング）南つな（ゲートボール） 

【亀岡市】  森川美華子（陸上競技）   

榎本茉美 志賀博信 野木彰彦 八木舞（バレーボール）   

【福知山市】 竹内良子 吉井恭子（テニス） 

 

 

 

＜平成30年度公益財団法人京都府体育協会役員変更＞ 
 

〈新役員〉 参  与  木村 義二・清水 辰也・南   享 

常務理事  坂東 美紀（公益財団法人京都府体育協会事務局長） 

理  事  徳地  守（京都府中学校体育連盟会長） 

理  事  中西 弘明（南丹市体育協会理事長） 

         

〈新委員〉（総 務 委 員 会）川村 隆史・小笹 正人・中塚  一・西田 祐司 

     （財 務 委 員 会）坂東 美紀・奥薗 俊夫 

     （競技力強化委員会）徳地  守・片岡 真澄・東  佳明 

（普 及 委 員 会）阪本 美幸・十倉 孝之 

（施 設 委 員 会）中西 弘明・永濱 直行・村松 正章 

（スポーツ科学委員会）岩佐 隆之 

 

祝受章 ～栄えある受章おめでとうございます。 

春の叙勲 

瑞宝双光章  米 田  充 氏  公益財団法人京都府体育協会 参与 
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京都府総合型クラブ連絡協議会総会が、去る６月２日に開催され、新たに１クラブが新規加盟 

しました。これで連絡協議会加盟クラブは４８クラブとなり、京都府独自で創設している府立高校 

を拠点とした開放型クラブ、そして準備中団体を加えると、京都府内では５９クラブが様々な活動 

を展開しています。昨年度は台風の影響でやむなく中止となってしまいましたが、今年度も 10月 28日に 

府立山城総合運動公園にて「京都ご当地グルメリレー 

マラソン」を開催します。お楽しみイベントもありま 

すので是非お越しください。また、特別割引もありま 

すので申込希望の方は本協議会までお問い合わせくだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿乙訓・京都市ブロック 
 

京都教育大学地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

K-style 

NPO法人みのりのもり劇場 

NPO法人紫明倶楽部 

京都外大クラブ 

NPO法人京都日野匠ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

向日市ワイワイｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

総合型長七みんなのｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

フォー遊クラブ 

ふるさとｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

長五校区総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

グッド楽クラブ 

倶楽部・てん 

さんSUNスポレククラブ 

長八校区総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ(＊) 

わくわくクラブおおやまざき 

✿中部ブロック 
 

桧山わいわいクラブ 

質美ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞかがやき 

三ノ宮さんさんクラブ 

梅田げんき村 

和知ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

丹波ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京丹波町ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

日吉総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

富本クラブ 

みやまｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

そのべ総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

南つつじヶ丘ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

千歳七福神ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

ひえよしクラブ 

ASAHIｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ 

京北ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

〈加盟クラブ一覧〉 (＊)印は準備中団体 

 

第 6回京都ご当地グルメリレーマラソン今年も開催します!! 

 

✿北部ブロック 
 

久美浜ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

NPO法人網野ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

三遊ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

かやｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ 

野田川ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

NPO法人Sports Club RAINBOW 

福知山ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

鬼楽ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

舞鶴ちゃったｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

✿山城ブロック 
 

ＮＰＯ法人東宇治ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

太陽が丘ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京都文教大学地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

寺田西総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京たなべ・同志社ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

IDEゆうゆうｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

和束ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

南山城村お茶っぴクラブ 

京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会４９クラブ 

 
（加盟48クラブ/設立準備中1クラブ）〈H30.6.2現在〉 

 

２０１８年９月８日（土）から第２ステージ 測定会開始！

始！ 

オリンピック競技              

【対象年齢】 

2018年４月１日現在で満12歳から満17歳の者 

【対象競技・競技拠点県】 

 水泳（飛込）      新潟県 

 ボート         埼玉県 

 ウェイトリフティング  山梨県 

 ハンドボール（女子）  熊本県 

 ７人制ラグビー（女子） 北海道 

 ソフトボール（女子）  高知県 

パラリンピック競技          

【対象年齢】 

 2018年４月１日現在で満12歳以上の者 

 ※年齢の上限はなし 

【対象競技・競技拠点県】 

 車いすフェンシング   京都府 

パワーリフティング   京都府 

 ボッチャ        大阪府 

 水泳          奈良県 

自転車         山口県 

全国の将来性豊かなタレントの発掘・育成を目指す「ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト」

が、昨年度から全国規模でスタートしました。本会では、パラリンピック競技の『車いすフェンシング競

技』及び『パワーリフティング競技』の強化拠点県として実施することになりました。 
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平成 2９年度スポーツ振興募金に御協力いただいた企業  
 

平成 29 年度スポーツ振興募金におきましては、昨年に引き続き本会の財務委員を中心に積極的な活動をして

いただき、経済情勢の厳しい中、府内外の企業の方々に多くの御理解をいただき、下記の企業から多額の御寄付

をいただきました。寄付金につきましては「スポーツ王国京都」実現に向けて、生涯スポーツ振興及び競技力向

上のための諸事業に充当させていただいております。 

 ここにお礼を申し上げますとともに、今後とも御協力くださいますようお願いいたします。 （順不同・敬称略） 
 

石塚産業株式会社 藤原製本株式会社 エスピータック株式会社 エスピーメディアテック株式会社 

学校法人大和学園 株式会社ウィングスマルコー 株式会社奥村製本 株式会社キクザワ 

株式会社京都銀行府庁前支店 株式会社京都東急ホテル 株式会社ＪＴＢ西日本団体旅行京都支店  

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 株式会社松栄堂 株式会社しょうざん 株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 

株式会社淡交社 株式会社友屋 株式会社ニチレク 株式会社ヒノマル 株式会社福寿園 有限会社山中紙工所 

株式会社フクナガ 株式会社伏見上野旭昇堂 株式会社平安コーポレーション 株式会社八木厨房機器製作所 

株式会社ヤマトヤクリーニング 京セラ株式会社 洛西紙工株式会社 京都信用金庫 京都青果合同株式会社 

京都中央信用金庫 京都美術化工株式会社 京都ブライトンホテル株式会社 京都三菱自動車販売株式会社  

一般社団法人京都府医師会 一般社団法人京都府歯科医師会 一般社団法人京都府薬剤師会 佐川印刷株式会社  

ジャパンニューペーパー株式会社 大和印刷紙工株式会社 東京海上日動火災保険株式会社京都支店  

東武トップツアーズ株式会社京都支店 日本ウエスト株式会社 日本紙パルプ商事株式会社関西支社  

柊家株式会社 ファイテン株式会社 オリックス自動車株式会社京都支店 名鉄観光サービス株式会社京都支店 

ヤスダ徽章株式会社 有限会社岡島製作所 都インキ株式会社 有限会社赤尾機械刃物工業所  



 

廉
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