
令和５年３月３日 

市政記者 各位 

令和４年度公益財団法人福岡市スポーツ協会 表彰式 

公益財団法人福岡市スポーツ協会では、本市スポーツ文化の発展と活力ある社会づくりに寄

与するため、スポーツの普及・振興並びに競技力向上に貢献した団体・個人を対象に表彰します。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ここ数年開催することができませんでし

たが、今回は４年ぶりに開催する運びとなりました。 

是非とも取材を行っていただきますよう、ご案内申し上げます。 

記 

１ 日 時 令和５年３月１１日（土曜日）13 時 30 分～14 時 30 分（予定） 

２ 会 場  福岡リーセントホテル ２階 「舞鶴の間」 

福岡市東区箱崎二丁目５２番１号 ℡（092）641-7741 

３ 受賞者  別添「令和４年度公益財団法人福岡市スポーツ協会表彰 被表彰者一

覧」をご参照ください。 

４ 表彰楯・感謝状授与 公益財団法人福岡市スポーツ協会 会長 西村 松次 

５ 表彰式次第（予定） 

（１）開 式 【13 時 30 分】

（２）選考経過報告

（３）表彰盾授与

①団体代表 中村学園女子高等学校 新体操部 (内村 奈
な

明美
あ み

 様) 

②個人代表 松尾 安
あ ん

珠
じ ゅ

 様 (福岡大学) 

（４）主催者あいさつ

（５）来賓祝辞

（６）受賞者代表あいさつ

板屋 成彦 様 （福岡市卓球協会常任理事）

（７）閉 式 【１４時１０分】

（８）写真撮影（※１４時３０分終了予定）

６ お問い合わせ先 

公益財団法人福岡市スポーツ協会総務課 原田、住吉 

〒819-0005 福岡市西区内浜一丁目 5 番 1 号 

TEL(092)407-8380 FAX(092)407-8185 

E-mail:rujust@orion.ocn.ne.jp



■福岡市スポーツの普及振興に寄与し、その功績が顕著な団体及び個人

◇団体（１団体）

推薦理由

FITジュニアスポーツ少年団は平成13年に設立し、以来21年の活動実績を有し、広く地域等に
おいてスポーツの普及・発展に寄与している。

◇個人（８名）

氏　　名 役　職 推薦理由

王　殿鈞
福岡市武術太極拳連盟
副会長

１９８４年「中国語と太極拳を学ぶ会」講師となる。１９９２年に福岡県武術太極拳連盟理事に就
任。１９９４年に華麗太極拳連合会を結成し、更なる普及をもとめた。さらに、１９９５年に結成さ
れた福岡市武術太極拳連盟では副会長に就任し、組織の充実・発展に尽力するとともに、太極
拳の普及・振興に努めている。

小藤　昭
福岡市陸上競技協会
副会長

24年の長きにわたり、福岡市陸上競技協会の競技部長、理事長、副会長を歴任し、協会の適
正な運営に努めるとともに、福岡市における陸上競技の普及・発展に寄与している。

髙松　弓子
福岡市ママさんバレーボール連盟
副理事長

平成15年より福岡市ママさんバレーボール連盟の東区理事、常任理事を歴任し、連盟の大
会、行事に積極的に参加するとともに、バレーボールを生涯スポーツとして、地域の普及・発展
に努めた。さらに、平成２７年からは副理事長として、大会や行事の企画、運営に携わり、組織
の充実・発展に尽力している。

秋本　三津子
福岡水泳協会
元理事

1989年から今日に至るまで、30年以上の長きにわたり、水泳の普及・発展に尽力している。（公
財）日本水泳連盟公認審判員・公認競技役員資格や、（公財）日本スポーツ協会コーチの資格
を取得し、協議会においては競技役員として活躍するとともに、指導者としても、子どもから大
人まで積極的に派遣事業に参加し、現在では障がい者の指導にも尽力している。

原田　孝敏
福岡市バドミントン協会
副理事長

福岡市バドミントン協会には30年以上在籍し、指導委員長、競技委員長を経て、現在は副理事
長として、会長兼理事長の補佐を行っている。また、福岡県バドミントン協会の理事も兼務し、
競技委員長時には各種大会の内容を決定し、中学生団体戦の開催などの業務に取り組んだ。
令和元年の全日本社会人大会では、運営の中核を担い、無事に大会を開催するなど、本市バ
ドミントン競技の普及・発展に寄与している。

真海　誠司
福岡市空手道連盟
事務局次長

平成８年より福岡市空手道連盟事務局次長（会計担当）として、運営等に尽力するとともに、組
織の充実・発展に寄与している。

靏　康彦
福岡市ラグビーフットボール協会
副会長

22年の長きにわたり、少年ラグビーチーム「ぎんなんリトルラガーズ」の指導者として、競技の
普及・振興にあたるとともに、平成13年より福岡市ラグビーフットボール協会の理事として、福
岡市の少年ラグビーの発展に寄与している。

板屋　成彦
福岡市卓球協会
常任理事

永年にわたり、福岡市卓球協会の理事（中体連担当）として、中学生の卓球競技の普及・振興
に尽力するとともに、組織の発展に寄与している。

令和４年度公益財団法人福岡市スポーツ協会表彰　被表彰者一覧

団体名

FITジュニアスポーツ少年団
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■スポーツにおいて、特に優秀な成績をあげた団体及び個人

◇団体（１１団体）

団体名

福岡大学
なぎなた部

福岡大学
陸上競技部

東福岡高等学校
陸上競技部

中村学園女子高等学校
剣道部

福岡第一高等学校
男子バスケットボール部

福岡県立柏陵高等学校
男子アーチェリー部

中村学園女子高等学校
新体操部

東福岡高等学校
ラグビーフットボール部

福岡女学院中学校
女子バレーボール部

ライジングゼファーフクオカ
U15

MAKIバトントワラーズジュニア

成績

令和４年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会
高円宮賜牌第55回全国高等学校アーチェリー選手権大会　男子団体　優勝

第37回全国高等学校新体操選抜大会　女子団体　優勝

令和4年度全国高等学校総合体育大会
第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会　優勝

第49回バトントワーリング全国大会　U-12　ペップアーツ編成　優勝

第61回全日本学生なぎなた選手権大会　団体の部　優勝

第91回日本学生陸上競技対校選手権大会　４×100ｍＲ　優勝

令和４年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会
男子トラック競技学校対抗　優勝
男子４×400ｍリレー　優勝

令和４年度全国高等学校総合体育大会　第69回全国高等学校剣道大会　女子団体の部　優勝
令和４年度玉竜旗高校剣道大会　女子　優勝

令和４年度全国高等学校総合体育大会　バスケットボール競技大会　男子　優勝

令和４年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校バレーボール選手権大会　女子の部　第３位

Jr.ウインターカップ2022-23
2022年度第３回全国Ｕ15バスケットボール選手権大会　男子　優勝
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◇個人（６３名）

氏名 所属 成績

真野　友博 （株）九電工
第18回世界陸上競技選手権大会OREGON22
走高跳　出場

兒玉　芽生 美津濃株式会社
第18回世界陸上競技選手権大会OREGON22
４×100ｍＲ　出場

松尾　安珠 福岡大学
第35回世界バトントワーリング選手権大会
フリースタイル　女子ジュニア部門　第３位

利光　友樹
ドッジボールワールドカップ　カイロ2022
第３位

細田　啓輔 福岡大学
第17回男子ジュニアアジア選手権　（男子ジュニア（U-21）日本代表）
優勝

副島　成翔 福岡大学附属大濠高等学校
FIBA　Ｕ18　アジア選手権2022
準優勝

轟　琉維 福岡第一高等学校
FIBA　Ｕ18　アジア選手権2022
準優勝

湧川　颯斗 福岡大学附属大濠高等学校
FIBA　Ｕ18　アジア選手権2022
準優勝

アピア　パトリック眞 福岡第一高等学校
FIBA　Ｕ16　アジア選手権2022
準優勝

川島　悠翔 福岡大学附属大濠高等学校
FIBA　Ｕ16　アジア選手権2022　準優勝
FIBA　Ｕ18　アジア選手権2022　準優勝

崎濱　秀斗 福岡第一高等学校
FIBA　Ｕ16　アジア選手権2022
準優勝

鈴木　凰雅 福岡大学附属大濠高等学校
FIBA　Ｕ16　アジア選手権2022
準優勝

東　紅花 福岡大学附属若葉高等学校
FIBA　Ｕ16　女子アジア選手権2022

 準優勝

渡辺　伶音 福岡大学附属大濠高等学校
FIBA　Ｕ16　アジア選手権2022
準優勝

竹原　秀一 東福岡高等学校
第８回FINA世界ジュニア選手権　200ｍ背泳ぎ　準優勝
第９回ジュニアパンパシフィック水泳選手権　200ｍ背泳ぎ　優勝
第98回日本選手権水泳競技大会　200ｍ背泳ぎ　優勝

葭原　逢太 東福岡高等学校 第14回アジアＵ18（ユース）男子バレーボール選手権大会　優勝

氏名 所属 成績
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⻆川　滉寿 博多高等学校
第20回アジアカデット　ジュニア＆アンダー21空手道選手権大会
ジュニア男子組手＋76ｋｇ　第３位

重吉　けい子
第84回地主（株）全日本ベテランテニス選手権'22
女子ダブルス55才以上　優勝

立川　莉奈 福岡県警察警務部教養課
2022年度講道館杯　全日本柔道体重別選手権大会
女子48㎏級　優勝

中村　勇斗 第22回全国障がい者スポーツ大会　800ｍ　優勝

安立　雄斗 福岡大学

2022年日本学生陸上競技個人選手権大会
三段跳　優勝
第91回日本学生陸上競技対校選手権大会
走幅跳　優勝　　三段跳　優勝

森山　静穂 福岡大学

2022年日本学生陸上競技個人選手権大会
400ｍ　優勝
第91回日本学生陸上競技対校選手権大会
400ｍ　優勝

アツオビン　ジェイソン 福岡大学
2022年日本学生陸上競技個人選手権大会
砲丸投（7.260Kg）　優勝

桃田　三四朗 福岡大学
第38回Ｕ20日本陸上競技選手権大会
Ｕ20男子走高跳　優勝

村上　愛春 福岡県立博多青松高等学校
令和４年度全国高等学校定時制通信制体育大会第53回剣道大会
女子個人の部　優勝

冨永　湧平 東福岡高等学校
令和４年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会
男子400ｍ　優勝

森田　眞心 福岡大学附属若葉高等学校
令和４年度全国高等学校総合体育大会（競泳・飛込・水球）
第90回日本高等学校選手権水泳競技大会
女子100ｍ背泳ぎ　優勝

中山　聖也 東福岡高等学校
令和４年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会
第76回全国高等学校ボクシング選手権大会
ピン級　優勝

姥　琳子 福岡県立修猷館高等学校
第44回全国高等学校柔道選手権大会
女子57Kg級　優勝

松永　烈 福岡大学附属大濠高等学校
第44回全国高等学校柔道選手権大会
男子60Kg級　優勝

垣波　武蔵 沖学園高等学校
第69回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会
少年男子3000ｍ　優勝

林田　直也 沖学園高等学校
2022年度全国高等学校ゴルフ選手権大会
男子・個人の部　優勝
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氏名 所属 成績

黒木　海翔 東福岡高等学校
JOCジュニアオリンピックカップ　第16回Ｕ18陸上競技大会
Ｕ18男子100ｍ　優勝

渕上　翔太 東福岡高等学校
JOCジュニアオリンピックカップ　第16回Ｕ18陸上競技大会
Ｕ18男子300ｍＨ　優勝

松本　明莉 筑紫女学園高等学校
第106回日本陸上競技選手権大会　第38回Ｕ20日本陸上競技選手権大会
Ｕ20女子3000m　優勝

福岡　梓音 中村学園女子高等学校
JOCジュニアオリンピックカップ　第53回Ｕ16陸上競技大会
Ｕ16女子150m　優勝

宮城　芽依 福岡ファイヤーバードバトンチーム
第47回全日本バトントワーリング選手権大会
ソロストラット　シニアⅡ　優勝・グランドチャンピオン

川原　禎茄 福岡県立柏陵高等学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
ソロストラット　ジュニアⅡ　優勝

西原　聡亮 沖学園中学校
第53回全国中学校柔道大会
男子66Kg級　第３位

江平　千優 福岡市立箱崎中学校
第１回全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート選手権大会
第２戦　ノービスA女子　500ｍ　第３位　1000ｍ　第３位

森　瑛一朗 久留米市立諏訪中学校
第１回全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート選手権大会
第２戦　ノービスA男子　500ｍ　第２位

大原　陽菜 太宰府市立太宰府小学校
第1回全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート選手権大会
第２戦　ノービスB女子　総合優勝　500ｍ　優勝　1000ｍ　優勝　1500ｍ　優勝

岩村　理史 志免町立志免南小学校
第１回全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート選手権大会
第２戦　ノービスC男子　総合準優勝　500m　準優勝　1000m　第３位　1500m　準優勝

石丸　大智 福岡市立西福岡中学校
令和４年度全国中学校体育大会　第49回全国中学校陸上競技選手権大会
共通男子砲丸投げ　優勝

松尾　瑚子 福岡市立友泉中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
ソロトワール　女子ジュニアⅡ　第３位
トゥーバトン　女子ジュニアⅡ　準優勝

藤田　姫舞里 福岡市立住吉中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
ダンストワール　ジュニアⅠ　第３位

三根　采莉 福岡市立吉塚中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
トゥーバトン　女子ジュニアⅠ　準優勝

磯田　和歩 太宰府市立学業院中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
ペア　ジュニアⅠ　優勝
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氏名 所属 成績

安川　栞奈 粕屋町立粕屋東中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
ペア　ジュニアⅠ　優勝

叶　結衣 沖学園中学校
2022年度全国中学校ゴルフ選手権大会
中学女子・個人の部　第３位

梶原　法香 福岡市立警固中学校
令和４年度第16回全国中学生少林寺拳法大会
女子単独演武の部　優勝

松原　倖玖 福岡市立東月隈小学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
ソロトワール　男子アンダージュニア　優勝
トゥーバトン　男子アンダージュニア　優勝

山本　楓真 福岡市立横手小学校
カラテドリームフェティバル2022
組手小学２年生男子　軽量級　優勝

田中　紫陽 博多高等学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権九州大会
ソロトワール　男子ジュニア部門　優勝
トゥーバトン　男子ジュニア部門　優勝

梅津　律輝 沖学園中学校
第52回九州中学校柔道大会
男子60Kg級　優勝

福田　成優 福岡市立和白中学校
第52回九州中学校柔道大会
男子55Kg級　優勝

丸田　真央 沖学園中学校
第52回九州中学校柔道大会
女子52Kg級　優勝

中原　心優 福岡市立照葉中学校
第51回九州中学校バドミントン競技大会個人戦
女子シングルス　優勝

小野　侑希 福岡女学院中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権九州大会
ペア　ジュニアⅠ　優勝

栗原　優芽 福岡市立香椎第２中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権九州大会
ソロストラット　ジュニアⅠ　優勝
ダンストワール　ジュニアⅠ　優勝

山村　瑠依 福岡女学院中学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権九州大会
ペア　ジュニアⅠ　優勝

佐藤　一花 福岡市立長尾小学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権九州大会
ダンストワール　アンダージュニア　優勝

土橋　結生 福岡市立七隈小学校
第３回全日本バトントワーリングジュニア選手権九州大会
ソロトワール　女子アンダージュニアⅠ　優勝
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■福岡市を代表し、優秀な成績をあげた団体及び個人

◇団体（１１団体）

団体名

福岡市弓道連盟

福岡市卓球協会

福岡市卓球協会

福岡市バレーボール協会

福岡市バレーボール協会

福岡市バレーボール協会

福岡市バレーボール協会

福岡市バレーボール協会

福岡市バドミントン協会

福岡市バドミントン協会

福岡市バスケットボール協会

◇個人（５名）

氏　名 所　　属 成績

三枝　公史 福岡市陸上競技協会
スポーツフェスタ・ふくおか「第65回福岡県民スポーツ大会」
陸上競技　壮年男子（50～59歳）　100m　優勝

中川　神人 福岡市陸上競技協会
スポーツフェスタ・ふくおか「第65回福岡県民スポーツ大会」
陸上競技　壮年男子（40～49歳）　100m　優勝

藤井　翼 福岡市陸上競技協会
スポーツフェスタ・ふくおか「第65回福岡県民スポーツ大会」
陸上競技　青年男子　1500m　優勝

林田　裕平 福岡市陸上競技協会
スポーツフェスタ・ふくおか「第65回福岡県民スポーツ大会」
陸上競技　一般男子　走高跳　優勝

岩﨑　萌 福岡市陸上競技協会
スポーツフェスタ・ふくおか「第65回福岡県民スポーツ大会」
陸上競技　青年女子　走高跳　優勝

■協会に顕著な功績のあった団体及び個人　【感謝状の贈呈】

◇団体（２団体）

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バドミントン競技　一般男子Aの部　優勝

団体名

株式会社東洋システム

福岡市ラグビーフットボール協会

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　弓道競技　一般女子の部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バスケットボール競技　一般男子の部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バレーボール競技　一般女子Bの部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　卓球競技　壮年の部　優勝

成績

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バレーボール競技　壮年女子Cの部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　卓球競技　一般の部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バレーボール競技　一般男子Aの部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バレーボール競技　青年女子の部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バレーボール競技　青年男子の部　優勝

スポーツフェスタ・ふくおか　「第65回福岡県民スポーツ大会」　バドミントン競技　壮年男子Aの部　優勝
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