
■養老町の防災アプリ

「養老町防災行政情報」 iPhone版 Android版
■養老町の防災情報メール配信

「あんしん防災ネット」
PC/
スマホ版

フィーチャーフォン
（ガラケー）版

ススポポーーツツでで功功績績ののああっったた町町民民をを表表彰彰ししままししたた

被表彰者【敬称略・（ ）内は学年・競技】

○団体表彰【優秀チーム】
養老東部JBC（５年）（野球）

佐竹 哲也（監督）

所 寛孝（コーチ）

大橋 修 （コーチ）

岩田 馨流

所 飛優芽

橋本 拓希

大橋 渚斗

安田 幸生

片山 さくら

藤田 祐輔

小島 千輝

吉野 雄大

大橋 珀斗

山田 健介

鈴木 浩太

坪井 陵

安田 和市

所 唯希

養老東部JBC（６年）（野球）

佐竹 哲也（監督）

所 寛孝（監督）

日比 裕三（コーチ）

日比 大旗

所 獅音

岩田 馨流

橋本 拓希

水谷 嘉人

所 飛優牙

佐藤 奏星

鵜飼 隼成

大橋 渚斗

安田 幸生

藤田 祐輔

◎養老町スポーツ連盟表彰
○個人表彰【優秀指導者】
松永 豊 （剣道）

冨田 誠 （剣道）

○個人表彰【優秀選手】
松本 幸隆 （剣道）

牧 大佑 （剣道）

伊藤 要 （高３ 陸上）

近澤 野之華（高２ 陸上）

足立 龍星 （小５ 陸上）

澁谷 心春 （小３ 陸上）

田中 伸明 （中３ 陸上）

細川 士禾 （中３ 陸上）

大橋 聖哉 （中３ 陸上）

日比 颯真 （中３ 野球）

岩永 匠叶 （中３ 野球）

松田 流誠 （中２ 空手）

岩永 唯伽 （中２ 空手）

稲垣 亜瞳 （小４ テニス）

井上 湊 （中３ 野球）

早乙女 蒼 （中３ 野球）

鈴浦 千惺 （中３ 野球）

近藤 龍都 （中３ 野球）

三輪 楓華 （小５ フェンシング）

○団体表彰【優秀チーム】
ひょうたん（ゲートボール）

片山 利重

竹中 隆義

西脇 正利

松岡 光夫

松岡 恵子

高田中学校陸上部（陸上）

水谷 泰彦（監督）

佐竹 美緒

髙木 友結

大橋 彩音

西脇 結羽愛

◎養老町表彰
○養老町スポーツ栄誉賞
岩永 勝亮 （高２ 空手）

岩永 唯伽 （中２ 空手）

松田 流誠 （中２ 空手）

三輪 楓華 （小５ フェンシング）

大橋 空奈 （小６ スノーボード）

○養老町スポーツ賞【個人】
伊藤 要 （高３ 陸上）

北川 虎侑 （高２ フェンシング）

近澤 野之華（高２ 陸上）

成願 太治 （高２ 水球）

野村 恵太郎（高１ 水球）

大橋 聖哉 （中３ 陸上）

田中 伸明 （中３ 陸上）

岩永 匠叶 （中３ 野球）

日比 颯真 （中３ 野球）

井上 湊 （中３ 野球）

鈴浦 千惺 （中３ 野球）

早乙女 蒼 （中３ 野球）

近藤 龍都 （中３ 野球）

大橋 龍生 （小６ 水球）

野村 倫太郎（小６ 水球）

問山 颯太朗（小６ バレーボール）

足立 龍星 （小５ 陸上）

稲垣 亜瞳 （小４ ソフトテニス）

澁谷 心春 （小３ 陸上）

○スポーツ賞【団体】
ひょうたん（ゲートボール）

片山 利重（監督）

竹中 隆義 西脇 正利

松岡 光夫 松岡 恵子

高田中学校陸上部（陸上）

水谷 泰彦（監督）

佐竹 美緒 髙木 友結

大橋 彩音 西脇 結羽愛

１月10日（月）に町役場４階大会議室にて、スポーツ競技において優れた成果を挙げ、スポーツ振興に特に

顕著な功績のあった個人および団体の表彰式を開催しました。

今回の表彰式では、優秀な成績を挙げた４団体と29人に対し表彰状と記念品を贈呈しました。




