
１.　２０２０年度　日本陸上競技連盟優秀選手章

区　分 選手名 所　属
高校生 亀田　実咲 　鵬学園高等学校（３）
中学生 津田　伊万 　金石中学校（３）

２.　２０２０年度　日本陸上競技連盟秩父宮章（国体中止のため代替表彰）

３.　２０２０年度　日本陸上競技連盟優秀指導者章（国体中止のため代替表彰）

区　分 指導者名 所　属
高校 （故）大内　史子 金沢龍谷高等学校教諭
中学 　　　井上　重毅 金石中学校教諭

区　分 指導者名 所　属
小学生 中村　奈美 白山ジュニア

５.　石川県新記録賞

所　属 種　目 大　会　名
新潟医療福祉大学 (２) 円盤投 (2.0kg) 北信越学生選手権
石川陸協 １００ｋｍ 柴又１００ｋ
大阪国際大学（４） 走高跳 北陸選手権

所　属
資生堂

河中　拓郎 ７.４１．５１
新村　愛里 １ｍ７７

６．特別優秀選手賞

選手名 摘　要
五島　莉乃 全国実業団クーンズ駅伝５区区間賞、第４０回全国都道府県対抗女子駅伝１区区間賞

摘　要
永年にわたり白山ジュニア陸上競技教室で小学生の指導に尽力した

選　手　名 記　録
中町　真澄 ５３ｍ００

４．少年少女陸上競技指導者表彰（安藤百福記念賞）

２０２１年度（令和３年度）　栄光の足跡
一般財団法人石川陸上競技協会アスレティックス・アワード２０２１　表彰者一覧

摘　要
２０２０年全国高等学校陸上競技大会で走高跳で優勝　（現　福岡大学）
ジュニアオリンピック全国中学大会で２００ｍで優勝　（現　洛南高校）

受　賞　者　名 摘　　　　　　　　　　　　　　　要
宮地　　治 永年にわたり石川陸上競技協会の副会長として尽力され、現在会長として協会の運営に貢献された

摘　要
木村泰子選手や永年にわたり多くの選手を育成・全国大会入賞に導いた
津田伊万選手の指導者で全国中学大会優勝に導いた

中町 真澄 選手

（新潟医療福祉大）

五島 莉乃 選手

（資生堂）

新村 愛里 選手

（大阪国際大学）

河中 拓郎 選手

（石川陸協）



区　分 選手名 所　属 種　目 順位 記　録 大　会　名
男　子 青木　朋矢 鵬学園高等学校(３) やり投 ６位 ６２ｍ２４ 全国高校対校選手権大会

やり投 １位 ６０ｍ６６ Ｕ１８日本陸上競技大会
女　子 藤本　茉優 かなざわ総合ＳＣ(６) コンバインドＢ １位 ２１４５点 大会新・県新 全国小学生交流大会

走幅跳 ４ｍ９２　　　県新 全国小学生交流大会
女子４×１００ｍＲ ５２”５０　　県新 能美市ナイター

(２)優秀選手賞

区　分 選手名 所　属 種　目 順位 記　録 大　会　名
大田　和宏 日本体育施設 走高跳 ７位 ２ｍ０５ 日本選手権大会・室内競技

走高跳 ７位 ２ｍ１５ 日本選手権大会
走高跳 ５位 ２ｍ１３ 全日本実業団対抗選手権大会

遠藤　克弥 石川県立七尾東雲高等学校教員 ハンマー投 ７位 ６２ｍ１０ 全日本実業団対抗選手権大会
（Team綺羅星）

区　分 選手名 所　属 種　目 順位 記　録 大　会　名
小畠　康成 鹿屋体育大学(３) 走幅跳 ６位 ７ｍ６８ 日本学生個人選手権
谷本　　開 中京大学（１） 十種競技 ８位 ６２６３点 Ｕ２０日本選手権大会

中町　真澄 新潟医療福祉大学(２) 円盤投（1.75kg) １位 ５５ｍ０５ Ｕ２０日本選手権大会
円盤投 (2.0kg) ４位 ４９ｍ０５ 日本学生対校選手権大会
円盤投 (2.0kg) ３位 ５２ｍ５７ 日本学生個人選手権

中西　大翔 國學院大學（３） 駅伝４区 ４位 ２．１４．１７ 全日本大学駅伝
大塚　明実 中央大学（１） ３０００ｍＳＣ ３位 １０’４６”２１ Ｕ２０日本選手権大会
亀田　実咲 福岡大学（１） 走高跳 ３位 １ｍ７１ Ｕ２０日本選手権大会

走高跳 ３位 １ｍ６５ 日本学生個人選手権
吉岡　美玲 筑波大学(４) 走幅跳 ２位 ６ｍ１３ 日本学生対校選手権大会
宮口　愛子 日本体育大学(３) 三段跳 ８位 １２ｍ４９ 日本学生対校選手権大会

三段跳 ３位 １２ｍ７０ 日本学生個人選手権
鞍田沙耶佳 駿河台大学（２） 三段跳 ６位 １２ｍ３４ 日本選手権大会・室内競技
岩波　知佳 金沢学院大学（１） １０km競歩 ８位 ５１’０２ 全日本競歩輪島大会

「輪島高校（３）」 ５ｋｍ競歩 ８位 ２４’１２ 全日本競歩能美大会
立浪　紘佑 石川工業高等専門学校(３) ４００ｍ ８位 ５０”９１ 日本高専対校選手権大会

４×１００ｍＲ ７位 ４３”４７ 日本高専対校選手権大会
４×４００ｍＲ ８位 ３’２８”０３ 日本高専対校選手権大会

樋爪　友哉 石川工業高等専門学校(２) ８００ｍ ４位 １’５７”３２ 日本高専対校選手権大会

４×４００ｍＲ ８位 ３’２８”０３ 日本高専対校選手権大会
山﨑　悠馬 石川工業高等専門学校(４) ４×１００ｍＲ ７位 ４３”４７ 日本高専対校選手権大会

部谷　和也 石川工業高等専門学校(４) ４×１００ｍＲ ７位 ４３”４７ 日本高専対校選手権大会
４×４００ｍＲ ８位 ３’２８”０３ 日本高専対校選手権大会

亀田　晃弥 石川工業高等専門学校(３) ４×１００ｍＲ ７位 ４３”４７ 日本高専対校選手権大会
走幅跳 ２位 ６ｍ５５ 日本高専対校選手権大会

平野　太陽 石川工業高等専門学校(５) ４×４００ｍＲ ８位 ３’２８”０３ 日本高専対校選手権大会
伊戸川幹太 石川工業高等専門学校(２) 三段跳 ４位 １３ｍ１７ 日本高専対校選手権大会
土田　英夢 石川工業高等専門学校(４) 三段跳 ７位 １２ｍ６８ 日本高専対校選手権大会

森田はるか 石川工業高等専門学校(２) １００ｍ ５位 １３”４４ 日本高専対校選手権大会
２００ｍ ６位 ２８”１２ 日本高専対校選手権大会

近藤　海里 石川工業高等専門学校(３) 円盤投 １位 ２５ｍ８５ 日本高専対校選手権大会
やり投 ２位 ３４ｍ０８ 日本高専対校選手権大会

西沢　由弥 石川工業高等専門学校(３) やり投 １位 ３６ｍ２６ 日本高専対校選手権大会

高専

大学

７.　全国大会入賞者

(１)最優秀選手賞

一般

藤本 茉優 選手

（かなざわ総合ＳＣ）青木 朋矢 選手

（鵬学園高校）



区　分 選手名 所　属 種　目 順位 記　録 大　会　名
ジョンソン　モゲニ 遊学館高等学校(２) ５０００ｍ ８位 １３’５１”３２ 全国高校対校選手権大会

５０００ｍ １３’４０”２７県高校新 東海大記録会
１５００ｍ ３’４９”５３県高校新 金沢地区予選

髙井　克真 金沢高等学校(３) ４×１００ｍＲ ７位 ４１”０３ 全国高校対校選手権大会

小林　研太 金沢高等学校(３) ４×１００ｍＲ ７位 ４１”０３ 全国高校対校選手権大会
奥村愼太郎 金沢高等学校(３) ４×１００ｍＲ ７位 ４１”０３ 全国高校対校選手権大会
津田　葵音 金沢高等学校(３) ４×１００ｍＲ ７位 ４１”０３ 全国高校対校選手権大会

走幅跳 ４位 ７ｍ３３ Ｕ１８日本陸上競技大会
髙井・小林・奥村・津田 金沢高等学校 ４×１００ｍＲ ４０秒６４　県高校新 北信越高校総体
青木　朋矢 鵬学園高等学校(３) やり投 ６位 ６２ｍ２４ 全国高校対校選手権大会

やり投 １位 ６０ｍ６６ Ｕ１８日本陸上競技大会

豊島　楓也 鵬学園高等学校（１） ３ｋｍ競歩 ３位 １４’１９ 全日本競歩輪島大会
櫻井　建太 星稜高等学校（２） ３ｋｍ競歩 ４位 １４’３７ 全日本競歩輪島大会
大塚　葉月 星稜高等学校(３) 三段跳 ４位 １２ｍ３１ Ｕ２０日本選手権大会

三段跳 ７位 １２ｍ２７ 全国高校対校選手権大会
穴田祐里香 小松北高等学校(４) 砲丸投 ７位 ７ｍ０１ 全国高校定時制通信制大会

円盤投 ６位 １８ｍ９３ 全国高校定時制通信制大会
飴山　ねね 北陸大谷学園小松大谷高等学校（３) ５ｋｍ競歩 ６位 ２３’５２ Ｕ２０日本選抜競歩大会

５ｋｍ競歩 ５位 ２４’０２ 全日本競歩能美大会
５ｋｍ競歩 ４位 ２３’４３ 全日本競歩輪島大会
５０００ｍＷ ４位 ２３’２７”１６ 全国高校対校選手権大会

東口　佳澄 石川県立小松商業高等学校（２） ３ｋｍ競歩 １位 １５’４７ 全日本競歩輪島大会
山本　乃愛 鵬学園高等学校（２） ３ｋｍ競歩 ２位 １６’１９ 全日本競歩輪島大会

古谷　　京 石川県立輪島高等学校（２）３ｋｍ競歩 ４位 １６’２６ 全日本競歩輪島大会
池端　春香 石川県立輪島高等学校（２）３ｋｍ競歩 ５位 １６’４４ 全日本競歩輪島大会
池田　夢花 石川県立工業高等学校（２）３ｋｍ競歩 ６位 １７’１５ 全日本競歩輪島大会
平下　姫菜 石川県立工業高等学校（１）３ｋｍ競歩 ７位 １９’２２ 全日本競歩輪島大会
山田　琴音 金沢龍谷高等学校（１） ３ｋｍ競歩 ８位 ２２’０９ 全日本競歩輪島大会

田口　昊汰 川北中学校（３） ３ｋｍ競歩 １位 １５’５３ 全日本競歩能美大会

谷内　陸斗 輪島中学校（３） ３ｋｍ競歩 ２位 １６’２１ 全日本競歩能美大会
３ｋｍ競歩 １位 １５’１８ 全日本競歩輪島大会

吉田　匠吾 山中中学校（２） ３ｋｍ競歩 ３位 １６’５３ 全日本競歩能美大会
徳田　十斗 浅野川中学校（３） ３ｋｍ競歩 ４位 １７’２８ 全日本競歩能美大会

３ｋｍ競歩 ２位 １５’３９ 全日本競歩輪島大会
山本時来光 棒高跳 ４位 ４ｍ３０ 全日本中学選手権大会

石井棒高クラブ 棒高跳 ２位 ４ｍ４０ Ｕ１６日本陸上競技大会
棒高跳 ４ｍ４１　県中学新 星稜大記録会

奈良本圭亮 山代中学校(３) 四種競技 ２位 ２７３６点 全日本中学大会
四種競技 ２７３７点　県中学新 北信越中学

簾　　　翼 山中中学校（３） ジャベリックスロー ７位 ５６ｍ６９ Ｕ１６日本陸上競技大会
井上　朋哉 中能登中学校(３) ３０００ｍ ７位 ８’４６”８９ 全日本中学大会

１５００ｍ ４’０４”０６ 県中学新 通信陸上
駅伝 ３位 全国中学校駅伝大会

伊駒　快介 中能登中学校(２) 駅伝 ３位 ５８’５４ 全国中学校駅伝大会
竹野　　歩 中能登中学校(３) 駅伝 ３位 ５８’５４ 全国中学校駅伝大会
酒井　崇史 中能登中学校（２) 駅伝 ３位 ５８’５４ 全国中学校駅伝大会
吉田　光希 中能登中学校(３) 駅伝 ３位 ５８’５４ 全国中学校駅伝大会
岡本　碧斗 中能登中学校(３) 駅伝 ３位 ５８’５４ 全国中学校駅伝大会
本多　　七 松任中学校(３) 四種競技 ８位 ２６６２点 全日本中学選手権大会

四種競技 ２６８０点　県中学新 県中学選抜混成
１００ｍＨ ８位 １８”７４ Ｕ１６日本陸上競技大会

松本　果恋 スポコム金沢南（３） ３ｋｍ競歩 １位 １６’４４ 全日本競歩能美大会
３ｋｍ競歩 １位 １６’３８ 全日本競歩輪島大会

岩波　和紗 輪島中学校（３） ３ｋｍ競歩 ２位 １７’２８ 全日本競歩能美大会
３ｋｍ競歩 ２位 １７’５２ 全日本競歩輪島大会

後　優里奈 泉中学校（２） ３ｋｍ競歩 ４位 １９’０７ 全日本競歩能美大会
３ｋｍ競歩 ３位 １９’０１ 全日本競歩輪島大会

寺田　柊子 泉中学校（３） ３ｋｍ競歩 ５位 ２０’３０ 全日本競歩能美大会
土田　はな 川北中学校（３） ３ｋｍ競歩 ６位 ２０’４７ 全日本競歩能美大会

藤本　茉優 かなざわ総合ＳＣ(６) コンバインドＢ １位 ２１４５点　大会新 全国小学生交流大会
　　　　　県小学新

藤本茉優・橋本蒼衣 かなざわ総合ＳＣ ４×１００ｍＲ ５２”５０　 能美市ナイター

島田　結・山岸日和 　　　　　県小学新
島田　結・橋本蒼衣 かなざわ総合ＳＣ 混合４×１００ｍＲ ５２”１２ 金沢市記録会
松本泰知・大橋由剛 　　　　　県小学新

森光　佑矢 SMBC日興証券 １５００ｍ ２位 ４’３６”６１
日本デフ陸上競技選手権大会
兼第24回夏季デフリンピック
競技大会日本代表選手選考競

１５００ｍ １位 ４’２５”３２ WPA公認 2021ジャパンパラ
陸上競技大会

音　信之介 春風クラブ １００００ｍ ５位 ３３’２４”５３ WPA公認 2022ジャパンパラ
陸上競技大会

村田　隆弥 春風クラブ 三段跳 ３位 １０ｍ１２ WPA公認 2023ジャパンパラ
陸上競技大会

高校生

中学生

小学生

障害者



８.　優秀指導者賞

９．特別功労賞

１０．永年審判員功労賞

１１．永年広告協賛社感謝状

北山　吉明 永年にわたり当協会の医事科学委員長として選手、役員等の健康管理や大会運営に貢献された

白山　芳治 中能登中学校　　　全日本中学駅伝大会３位入賞に導いた
山本　勝裕 かなざわ総合ＳＣ　全国小学生大会コンバインドＢで藤本茉優選手を大会新で優勝、県新記録樹立の指導者

受　賞　者　名 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

佐々木美里 山代中学校　　　　全日本中学選手権大会で男子四種競技　奈良本圭亮選手２位に導いた
石井　勇次 石井棒高クラブ　　Ｕ１６全日本陸上大会男子棒高跳山本時来光選手を２位に導いた　県中学新記録樹立

守山　大介 中能登中学校　　　長距離コーチで全日本中学駅伝大会で男子３位に導いた

島元　康行 鵬学園高等学校　　　　青木朋矢選手のＵ１８全日本陸上競技大会やり投げで優勝に導いた

受　賞　者　名 摘　　　　　　　　　　　　　　　要
井上　明浩 春風クラブ　　　　ジャパンパラ１５００ｍ優勝の森光佑矢選手など多くのパラ選手の指導者として貢献した

岩竹　　淳 石川工業高等専門学校　　　　　全日本高専大会で多くの選手の入賞に導いた

近藤 海里 選手

（石川高専）
西沢 由弥 選手

（石川高専）

坂井　順久　（小松市陸協） 山本　信治　（羽咋郡陸協） 永江　庸悦　（小松市陸協） 政頼新次郎　（珠洲市陸協）

藤乃井哲也　（加賀市陸協） 中口　　弘　（能美市陸協） 佐子田清吾　（金沢市陸協） 目名　　進　（野々市市陸協）

長谷川体育施設（株） （株）ニシ・スポーツ ミズノ（株） アシックスジャパン（株） （株）ニシナガ商会

奥アンツーカ（株） （株）八幡 西田スポーツ （株）小林太一印刷所 （有）かわの徽章堂


