
深川市スポーツ賞関係受賞者一覧（深川市功労者表彰・文化賞のスポーツ関係受賞者を含む）

№１

○　深川市文化賞

　昭和３７年　深川市剣道連盟　　　剣道の振興及び青少年の健全育成に優れた功績

　　　〃　　　白　鳥　富　治　　　弓技・後輩の指導に精進した功績

　昭和３９年　布　川　源治郎　　　剣道の普及振興・青少年の善導による功績

　昭和４６年　原　田　敏　雄　　　地域スポーツの振興につくした功績

　　　〃　　　村　上　貞　雄　　　軟式野球の普及振興に寄与

○　深川市功労者表彰

　昭和４４年　宮　岸　秀　雄　　　青少年のスポーツの振興に貢献

　昭和５０年　村　上　貞　雄　　　青少年の健全育成（スケートリンクの開設・運営に貢献）

○　深川市スポーツ賞

個人・団体名 年齢 推せん団体 備　考 個人・団体名 推せん団体 備　　考

昭和 中川由男 68 深川剣道連盟 多度志町体育振興会 多度志町体育振興会 地域体育振興に寄与

51 矢野春雄 66 深川市弓道連盟 深川クラブ(一般女子) 深川市バレーボール協会 全道大会優勝の事績

牛島功喬 63 深川剣道連盟

吉川秀雄 62 深川市ラジオ体操連盟

梅沢武雄 71 深川柔道連盟

赤岩乙治 59 深川陸上競技クラブ

伊藤朝五郎 54 深川市弓道連盟

続木利政 49 深川市スキー連盟

高橋美喜男 53 深川剣道連盟

鈴木勅夫 59 深川地区軟式野球連盟

竹島孝二 43 深川市バレーボール協会

田中利一 49 深川山岳連盟

西山利正 59 深川剣道連盟

57 高橋和幸 51 深川市体育協会

58 秋津嘉作 55 深川地区軟式野球連盟 該当なし

59 上原健四郎 56 深川地区軟式野球連盟

60 該当なし

61 該当なし 該当なし

全日本クラブカップ優
勝大会道予選で準優
勝、全国大会に出場

全日本クラブカップ優
勝大会道予選準優勝、
全国大会出場

深川西高等学校
ラグビーフットボール部

深川西高等学校

53

深川市バレーボール協会

開道110周年記念大会
に空知を代表して出場
に全道優勝の事績

深川市バレーボール
女子チーム

深川市バレーボール協会

全日本クラブカップ９
人制道大会準優勝

全日本クラブカップ９
人制優勝大会出場

南北海道大会で優勝全
国高校選手権大会出場
(２回戦惜敗)

深川球友会(一般男子)

道予選で準優勝、全国
大会出場の事績

深川ボンバーズ
(一般男子)

第39回国民体育大会秋
季大会北海道予選会陸
上競技少年Ｂの部
5,000mで優勝奈良国体
出場

ス　ポ　ー　ツ　奨　励　賞

52

54

55

56

全道大会優勝及び全国
大会出場４位の事績

深川市バレーボール協会

ス　ポ　ー　ツ　功　労　賞

年度

全日本クラブカップ優
勝大会北海道大会で優
勝、全国大会でも優秀
な成績

深川市バレーボール協会深川六九友会(一般男子)

全道ママさんバレー
ボール大会優勝

深川しらかば(家庭婦人) 深川市バレーボール協会

深川市バレーボール協会深川六九友会(一般男子)

深川勝美クラブ
(一般男子)

深川市バレーボール協会

深川クラブ(一般女子) 深川市バレーボール協会

国体(成年女子の部)９
人制バレーボール道予
選優勝、全国大会出場

深川市青年団体協議会
第３４回全道青年大会
北空知柔道チーム

第34回全道青年大会柔
道の部(団体戦)優勝

深川陸上競技クラブ
須田貴幸
(深川西高等学校２年生)



№２

個人・団体名 年齢 推せん団体 備　考 個人・団体名 推せん団体 備　　考

昭和 該当なし

62

63 藤川信夫 69 深川地区軟式野球連盟

田垣澄雄 68 深川剣道連盟

平成 該当なし

元

2 松本　豊 57 納内町体育振興会

3 該当なし

4 島田克之 59 深川地区軟式野球連盟

請川公一 56 深川市柔道連盟

田中　勉 55 深川市バレーボール協会

5 福井　武 56 深川市バレーボール協会

6 渡辺　孝 59 深川市バレーボール協会

山田圭二 54 深川市柔道連盟

7 増谷勝義 57 深川地区軟式野球連盟

渡部忠亨 51 深川市サッカー連盟

山名春夫 65 深川市陸上競技協会

8 星川　照 69 深川市弓道連盟 該当なし

村木俊夫 68 深川市ソフトテニス連盟

9 佐藤邦衛 76 深川市ゲートボール協会

加納包誠 73 深川剣道連盟

加茂谷正彦 59 深川市陸上競技協会

10 渡辺　優 61 深川市バレーボール協会

岩瀬　進 60 深川スキー連盟

11 高橋春雄 78 深川市ゲートボール協会

小田幸晴 60 深川市バレーボール協会

伊藤信義 60 深川地区軟式野球連盟

志賀　満 57 深川テニス協会

12 新井紀男 60 深川市バレーボール協会

生野義順 55 深川市卓球協会

13 南　寿 72 深川市スキー連盟 該当なし

菅原　諭 70 深川市バドミントン協会

渡辺佐代子 63 深川市家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 外

津郷勝治 57 深川地区軟式野球連盟

深川身体障害者福祉協会高橋正充

深川市バレーボール協会深川クラブ

全日本９人制バレー
ボールクラブカップ北
海道選手権大会優勝
全国大会出場

全日本９人制バレー
ボールクラブカップ北
海道選手権大会準優勝
全国大会出場

第2回全国盲人バレー
ボール選手権大会
第３位

心身障害者小規模作業所ふ
れあいの家

第51回国民体育大会夏
季大会ボウリング競技
団体戦少年男子の部優
勝

深川市バレーボール協会

全日本弓道選手権大会
４位入賞

平間美津子 深川市弓道連盟

第1回全国精神薄弱者
スポーツ大会卓球男子
青年の部で優勝

第23回全道視力障害者
球技大会盲人卓球
個人戦で優勝

全日本９人制バレー
ボールクラブカップ北
海道選手権大会優勝
全国大会出場

深川市バレーボール協会深川クラブ

深川ボウリング協会日比正裕

第23回全国身体障害者
スポーツ大会出場

開道120周年記念大会
に空知を代表して出場
し全道優勝の事績

旭川国際バーサーｽｷｰ
大会60歳代で常に1～6
位の好成績を収めた。

第23回北海道社会人卓
球選手権大会男子シン
グルスｻｰﾃｨｰで優勝

北海道軟式卓球選手権
大会男子ダブルス優勝
全日本軟式卓球選手権
大会出場

長野パラリンピック
冬季競技大会日本代表

ス　ポ　ー　ツ　功　労　賞 ス　ポ　ー　ツ　奨　励　賞

第40回北海道バドミン
トン選手権大会50歳ダ
ブルスで優勝

北海道身体障害者福祉協会
深川支部

高橋正充

第25回全道身体障害者
スポーツ大会視覚障害
の部1,500mで優勝

年度

深川市卓球協会塙　文男

深川市バドミントン協会住澤幸男

深川市スキー連盟久保政次

深川市バレーボール協会

深川市バレーボー
ル協会

深川市教育委員会－ 深川市卓球協会吉田俊治

深川市女子
バレーボールチーム

深川市役所クラブ

深川市卓球協会後藤迪子

北海道身体障害者福祉協会
深川支部

深川市盲人会
バレーボールチーム

中川　諭



№３

個人・団体名 年齢 推せん団体 備　考 個人・団体名 推せん団体 備　　考

14 小林正吉 72 深川市弓道連盟

田中　稔 58 深川剣道連盟

15 前田勘児 63 深川柔道連盟 該当なし

村田　充 63 深川市バレーボール協会

引地紀代子 62 深川市ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

16 大井信之 67 深川市バレーボール協会 該当なし

近澤壽一 55 深川市スキー連盟

黒崎輝幸 56 サンリーグ深川クラブ

17 浜渕寿光 73 深川地区軟式野球連盟 該当なし

澤田哲男 72 深川市パークゴルフ協会

梅野保典 59 深川市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

18 松下久夫 77 深川地区軟式野球連盟 該当なし

菅　久夫 75 深川市ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

山口恒夫 56 深川市スキー連盟

19 佐々木新一 61 深川市スキー連盟

内村　哲 76 深川市卓球協会

小島勝美 57 深川市柔道連盟

吉田正臣 76 深川市パークゴルフ協会

20 伊東幸次 63 深川地区軟式野球連盟 該当なし

久本勝二 60 深川市バドミントン協会

21 川合公男 78 深川市パークゴルフ協会 該当なし

小川憲二 71 深川水泳連盟

八木茂章 69 深川市バレーボール協会

中村國昭 60 深川市スポーツ少年団本部

22 丸山　隆 61 深川地区軟式野球連盟

北田健司 57 サンリーグ深川クラブ

23 宮田隆雄 79 深川地区軟式野球連盟

長谷川　恒 75 深川市パークゴルフ協会

通　義美 60 深川市バレーボール協会

24 櫻木　勇 63 深川地区軟式野球連盟 該当なし

牧　孝男 75 深川市パークゴルフ協会

25 松本　哲夫 66 深川地区軟式野球連盟 該当なし

26 齋藤　恒夫 77 深川市パークゴルフ協会

上中　惠信 60 深川市陸上競技協会

東出　治通 60 深川市バドミントン協会

髙桑　幸雄 77 北空知サイクリング協会

深川西高等学校
バドミントン部

深川市バドミントン協会
第62回北海道高等学校
バドミントン選手権大
会優勝　全国大会出場

第35回北海道社会人卓
球選手権大会70歳以上
の部優勝(女子ｼﾝｸﾞﾙｽ)

第56回国民体育大会卓
球競技北海道予選会
少年の部優勝

全国中体連5位入賞(3
年連続全国大会出場)

深川市柔道連盟

深川市スキー連盟

深川市卓球協会

深川市卓球協会

年度

ス　ポ　ー　ツ　功　労　賞 ス　ポ　ー　ツ　奨　励　賞

学校法人創志学園 　　　ｸ
ﾗｰｸ記念国際高等学校

ソルトレークオリン
ピック冬季競技大会
日本代表

吉田一貴

河端マサ子

第42回全国高等学校
選抜バドミントン大会
北北海道予選会優勝
全国大会出場
第６５回全国高等学校
バドミントン選手権大
会北海道予選会北北海
道ブロック優勝
全国大会出場

深川市バドミントン協会
深川西高等学校
バドミントン部

竹内智香

高橋正充

深川クラブ 深川クラブ
第13回北海道還暦野球
選手権大会準優勝
全国大会出場

ソルトレークパラリン
ピック冬季競技大会
日本代表

松下いずみ



№４

個人・団体名 年齢 推せん団体 備　考 個人・団体名 推せん団体 備　　考

27 南　孝延 72 深川市軟式野球連盟

28 山本　克俊 63 深川市スキー連盟

29 日髙　勇一 65 深川市陸上競技協会 内山　真希 北海道立深川西高等学校

第69回北海道高等学校
バドミントン選手権大
会　北北海道ブロック
　・女子ダブルス・シ
ングルスで優勝

佐藤　萌 北海道立深川西高等学校

第69回北海道高等学校
バドミントン選手権大
会　北北海道ブロック
　・女子ダブルスで優
勝

拓殖大学北海道短期大学
女子バスケットボール部

拓殖大学北海道短期大学
第５２回全国私立短期
大学体育大会初優勝

30 相澤　朋宏 78 深川市軟式野球連盟 五十嵐　陽翔 深川陸上クラブ

第３６回北海道小学生
陸上競技大会（ジャベ
リックボール投）全道
大会優勝

吉川　保 75 深川市パークゴルフ協会 四十防　佳樹 空知陸上競技協会北支部
第７３回国民体育大会
陸上競技北海道選手選
考会（走幅跳）優勝

深川西高等学校
バドミントン部

北海道立深川西高等学校
第７０回北海道バドミ
ントン選手権女子団体
戦優勝

拓殖大学北海道短期大学
女子バスケットボール部

拓殖大学北海道短期大学
第５３回全国私立短期
大学体育大会優勝

岡田　汰一 拓殖大学北海道短期大学
第５３回全国私立短期
大学体育大会バドミン
トンダブルス大会優勝

庄司　悠馬 拓殖大学北海道短期大学
第５３回全国私立短期
大学体育大会バドミン
トンダブルス大会優勝

30
拓殖大学北海道短期大学バ
ドミントン部

拓殖大学北海道短期大学
第５３回全国私立短期
大学体育大会男子団体
戦優勝

松田　奈夏 空知陸上競技協会北支部
第７１回全国高等学校
陸上競技対校選手権大
会（リレー）優勝

第43回北海道中学校柔
道大会男子66Kg級優勝

年度
ス　ポ　ー　ツ　功　労　賞 ス　ポ　ー　ツ　奨　励　賞

佐々木百花 深川西高等学校

第67回北海道高等学校
バドミントン選手権大
会北北海道ブロック女
子ダブルス優勝

第34回北海道小学生陸
上競技大会女子6年生
80メートル障害優勝
第32回全国小学生陸上
競技交流大会女子6年
生80メートル障害優勝

第98回全国高等学校
野球選手権大会
北北海道大会優勝

柴田彩花 深川中学校
第46回北海道中学校陸
上競技大会女子1500m
優勝

花田麻由 深川西高等学校

第67回北海道高等学校
バドミントン選手権大
会北北海道ブロック女
子ダブルス優勝

遠藤康介 深川中学校

森囿　竜輝 深川中学校

第48回北海道中学校ス
キー大会アルペン競技
大回転優勝
第53回全国中学校ス
キー大会アルペン競技
大回転3位入賞

納村　琉愛 一已小学校

クラーク記念国際高等学校
硬式野球部

クラーク記念国際高等学校



№５

個人・団体名 年齢 推せん団体 備　考 個人・団体名 推せん団体 備　　考

R1 深川ヤングスターズ 深川小学校
第48回全道少年軟式野
球大会優勝

片山　優亜 北海道立深川西高等学校

第71回北海道高等学校
バドミントン選手権大
会北北海道ブロック女
子ダブルス優勝

中塩　春菜 北海道立深川西高等学校

第71回北海道高等学校
バドミントン選手権大
会北北海道ブロック女
子ダブルス優勝

R2
クラーク記念国際高等学校
硬式野球部

クラーク記念国際高等学校
夏季北海道高校野球
北北海道大会

R3 村山　はな 深川陸上クラブ

第39回北海道小学生陸
上競技大会6年女子コ
ンバインドB優勝（北
海道小学生最高記録・
大会記録）
日清食品カップ第37回
全国小学生陸上競技交
流大会6年女子コンバ
インドB第6位（北海道
小学生最高記録）

クラーク記念国際高等学校
硬式野球部

クラーク記念国際高等学校
第74回秋季北海道高等
学校野球大会優勝

R4
クラーク記念国際高等学校
硬式野球部

クラーク記念国際高等学校
第75回秋季北海道高等
学校野球大会優勝

深川一已バトルス
野球スポーツ少年団

深川市スポーツ少年団

野球のまち阿南 第10
回記念少年野球全国大
会～こども甲子園～
優勝

山本　克俊 深川陸上競技協会

令和4年度 第4回 空知
陸上競技記録会で北海
道マスターズ陸上競技
男子記録区分M70
1500mの北海道記録の
更新

納村 琉愛 深川陸上競技協会

令和4年度 第75回北海
道高等学校陸上競技選
手権大会兼秩父宮賜杯
第75回北海道高等学校
陸上競技対校選手権大
会北海道予選会 女子
100m優勝、女子100m
ハードル優勝、女子4
×100mリレー優勝
令和4年度 全国高等学
校総合体育大会陸上競
技大会兼秩父宮賜杯第
75回全国高等学校陸上
競技対校選手権大会
女子100m 第5位

年度
ス　ポ　ー　ツ　功　労　賞 ス　ポ　ー　ツ　奨　励　賞

納村　琉愛 一已中学校

第50回ジュニアオリン
ピック陸上競技大会女
子100ｍＨ全国2位
第46回全日本中学校陸
上競技選手権大会女子
100ｍハードル2位
第50回北海道中学校陸
上競技大会女子100ｍ
ハードル優勝


