
毎日パソコン入力コンクール全
国大会、全国パソコン技能競技
大会日本語スピード種目出場
比嘉七海さん（東中）

国民体育大会ソフトテニス競
技出場
奥谷奈摘さん（天王町）

全日本学生音楽コンクール全
国大会（ピアノ部門小学生の
部）第２位受賞
角谷春奈さん（棚尾小）

Ｕ18日本陸上競技選手権大会出
場、全国高等学校総合体育大会
陸上競技大会男子100ｍ出場
遠藤耕介さん（千福町）

全国高等学校弓道選抜大会出
場
長田健太さん（碧南工業高校）

ねんりんピック富山2018囲碁
交流大会全勝賞受賞
竹内一雄さん（向陽町）

全国老人クラブ連合会会長表
彰受賞
禰宜田知司さん（浜田町）

ＪＦＡ全日本Ｏ－40サッカー
大会準優勝
杉浦光さん（札木町）

「現代の名工」の表彰受賞
上田兼正さん（鷲塚町）

産業功労者として県知事表彰
受賞
杉浦勝典さん（浜尾町）

日本学校合奏コンクールソロ＆アンサ
ンブルコンテスト中学生ソロ部門（バ
リトンサックス）文部科学大臣賞受賞
山田芽生さん（東中）

地産地消等優良活動表彰個人
部門　農林水産大臣賞受賞
長田勇久さん（棚尾本町）

■問　経営企画課広報戦略係　☎（95）9867
新天皇が即位し、新しい令和の時代が始まっためでたい年でもある2019年に、文化・スポーツなどで活躍した人
や、国・県から表彰を受けた皆さんを紹介します。今後も市民の皆さんが様々な分野で活躍することを期待してい
ます。
※写真は、広報へきなん平成31年１月15日号から令和２年１月１日号掲載のもので広報掲載順です。住所や学校・
所属先名は活躍当時のものです。

セーリング世界選手権大会お
よびセーリングワールドカッ
プシリーズ49erFX級出場
板倉広佳さん（千福町）

全国小学生バドミントン選手
権大会出場
竹内亜美さん（日進小）

問　経営企画課広報戦略係　　経営企画課広報戦略係　 （95）9867

2019年に活躍した皆さん
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2020
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ます。
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今後も若者を中心に魅力的なまちとして活性化

を図ってまいります。
新しい年が皆様にとって輝かしい飛躍の年にな
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ての新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げ
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として、本会議に加えて、常任委員会の審議模様
をインターネット中継として放映しており、いつ
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様の多様な意見を市政に適切に反映させることが
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新春のご挨拶といたします。

碧南市長

禰冝田　政信
市議会議長

鈴木　みのり

年頭のごあいさつ

けんさん
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あいち少年少女創意くふう展
2018
中部日本弁理士倶楽部賞受賞
杉浦舞音さん（棚尾小）
振興賞受賞
後藤真之介さん（中央中）

日本少年野球春季全国大会出
場およびリポビタンカップ第
50回記念日本少年野球選手権
大会出場
美濃十飛さん（新川中）、堀
脇貫太さん（東中）、磯貝奨
紀さん（南中）

全国少年少女チャレンジ創造
コンテスト日本弁理士会会長
賞受賞
大野幹人さん（新川中）、角
谷勘人さん（新川中）、山口
陽太郎さん（新川小）

西日本小学生ソフトテニス選
手権大会団体戦優勝
奥谷空来さん（中央小）、鳥
居悠人さん（西端小）

国民体育大会セーリング競技
少年女子レーザーラジアル級
出場
杉浦ふう華さん（中央中）

日本クラブユースサッカー選
手権（Ｕ－15）大会出場
櫻井陽基さん（相生町）

全日本中学校陸上競技選手権
大会男子高跳び出場
長谷川豪さん（新川中）

東海高等学校総合体育大会水泳競技女子200ｍ自由
形、女子800ｍフリーリレーおよび日本高等学校選
手権水泳競技大会女子800ｍフリーリレー出場
新美綾菜さん（六軒町）

技能五輪国際大会銀メダル獲
得
山下慎三朗さん（札木町）

（公社）日本青年会議所東海地区愛知ブロッ
ク協議会褒賞事業における愛知ブロック大
会「AWARDS AICHI 2019」最優秀賞受賞
碧南青年会議所

全国醤油品評会農林水産大臣
賞受賞
ヤマシン醸造㈱

国民体育大会空手道競技およ
び天皇盃皇后盃全日本空手選
手権大会出場
年代海里さん（碧南市役所）

日本スポーツ少年団顕彰受賞
岡田一穂さん（相生町）
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ディアボロアジアカップ２デ
ィアボロ部門および男子個人
総合部門優勝
鳥居大幹さん（吹上町）

全日本自転車競技選手権大会ロー
ドレース、国民体育大会自転車競
技１㎞タイムトライアル出場
岸本伊織さん（平七町）

全日本Ｕ－12フットサル選手
権大会およびイタリア・モン
テシルヴァーノカップ出場
井上凱晴さん（中央小）

全日本中学生女子大会女子ソ
フトボール出場
都築実利さん（新川中）

名古屋ウイメンズマラソン2019
ＩＤ（日本知的障がい者陸上競
技連盟）日本新記録樹立
吉田早織さん（植出町）

とびうお杯全国少年少女水泳
競技大会および中部日本ジュ
ニア水泳選手権大会出場
大川輝翔さん（西端小）

国民体育大会セーリング競技
成年男子470級出場
杉浦博之さん（二本木町）

全日本学生児童発明くふう展
入賞
後藤大来さん（天王町）

全日本卓球選手権大会（バン
ビの部）出場
岩間悠真さん（西端小）

全国道場少年剣道大会出場
鈴木基生さん（東中）

世界スカウトジャンボリーに
日本19隊の一員として参加
井上葉月さん（南中）

花の国づくり共励会花き技術・
経営コンクール農林水産大臣
賞受賞
髙橋成治さん（霞浦町）

全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春
季水泳競技大会（14歳区分200ｍ平泳ぎ）お
よび東海中学校総合体育大会水泳競技出場
新美大輝さん（新川中）

文部科学大臣優秀教職員表彰
受賞
生田泰史さん（鷲塚小教諭）

女子ソフトボール日本代表として
東京2020オリンピック出場有力選手
洲鎌夏子さん（㈱豊田自動織
機碧南工場）

チアリーディング＆ダンス選
手権大会ＵＳＡナショナルズ
出場
石橋京佳さん（中央小）

全国中学生スキー大会出場
石原光晟さん（東中）

レスリング世界カデット選手
権優勝
中井ほのかさん（宮後町出身）
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交通安全子ども自転車全国大
会出場
西端小自転車クラブの皆さん

とびうお杯全国少年少女水泳
競技大会出場
長田一歩輝さん（新川小）、
石川あさひさん（棚尾小）、
永井璃乃さん（棚尾小）、杉
浦妃織（新川小）、月原早瑛
さん（西端小）、杉浦詩歩さ
ん（新川小）、新實菜花さん
（西端小）

全国高等学校定時制通信制体
育大会
バドミントン競技女子シング
ルス出場
浦崎瑞貴さん（碧南高校）
陸上競技男子800ｍ、1500ｍ
出場
佐藤匠さん（碧南高校）

子どもの読書活動優秀実践団
体に対する文部科学大臣表彰
受賞
夢クラブの皆さん

全国中学生空手道選手権大会
出場
小笠原漸さん（西端中）、小
笠原凱さん（西端中）、江坂
颯人さん（西端中）

全日本ビーチバレージュニア
男子選手権大会出場および国
民体育大会バレーボール競技
ビーチバレー種目４位入賞
詫間悠さん、生田光さん（碧
南工業高校）

技能グランプリ入賞
尾崎貴志さん（神田町）、岩
野敏治さん（堀方町）

中部日本個人・重奏コンテス
ト県大会中学校個人の部（フ
ルート独奏）金賞受賞
浜守宗太さん（南中）、ピア
ノ伴奏の中村木綿さん（南中）

あいち介護サービス大賞入選
社会福祉法人愛生館、社会福
祉法人百陽会

全日本レディースバドミント
ン選手権大会出場
碧南ＧＲＡＣＥの皆さん

62020.1.1

超小型人工衛星用フレームを
開発
石敏鐵工㈱代表取締役の石川
実良さん、ＣＴＵ宇宙開発団
創設者の藤井尉仁さん、Flight
Plan Original代表の勝間亮さん

全日本卓球選手権大会（マス
ターズの部）
女子ローシックスティ（60歳
以上）出場
池田訓子さん（新道町）
男子ローエイティ（80歳以上）
出場
平松廣一さん（石橋町）

和道会全国空手道競技大会
一般女子有段形の部３位入賞
鈴木愛梨さん（鷲塚町）
小学６年男子組手の部敢闘賞
山本陸斗さん（中央小）

東海中学校総合体育大会新体
操女子団体出場
鈴木春菜さん、髙橋美羽さん、
倉田愛菜さん、齋藤和花さん、
德重凜香さん（南中）

東海吹奏楽コンクール出場
吹奏楽部部長の平田禅さん、
副部長の浜守宗太さん、大矢
瑠里さん（南中）

東海小学生バンドフェスティ
バル出場
金管バンド部部長の川原彩美
さん、副部長の綿谷美宥さん
（新川小）

日本学生陸上競技対校選手権
大会
男子４×400ｍリレー出場
福西恵大さん（井口町）
女子４×100ｍリレー出場
神谷優奈さん（西山町）

全国高等学校総合体育大会ヨ
ット競技大会および全国高等
学校ヨット選手権大会出場
碧南高校ヨット部、碧南工業
高校ヨット部の皆さん

東海ビーチバレーボール選手
権大会出場
詫間悠さん生田光さんペア、
山田怜生さん中村伶央さんペ
ア（碧南工業高校）
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あいち介護サービス大賞入選
社会福祉法人愛生館、社会福
祉法人百陽会

全日本レディースバドミント
ン選手権大会出場
碧南ＧＲＡＣＥの皆さん

62020.1.1

超小型人工衛星用フレームを
開発
石敏鐵工㈱代表取締役の石川
実良さん、ＣＴＵ宇宙開発団
創設者の藤井尉仁さん、Flight
Plan Original代表の勝間亮さん

全日本卓球選手権大会（マス
ターズの部）
女子ローシックスティ（60歳
以上）出場
池田訓子さん（新道町）
男子ローエイティ（80歳以上）
出場
平松廣一さん（石橋町）

和道会全国空手道競技大会
一般女子有段形の部３位入賞
鈴木愛梨さん（鷲塚町）
小学６年男子組手の部敢闘賞
山本陸斗さん（中央小）

東海中学校総合体育大会新体
操女子団体出場
鈴木春菜さん、髙橋美羽さん、
倉田愛菜さん、齋藤和花さん、
德重凜香さん（南中）

東海吹奏楽コンクール出場
吹奏楽部部長の平田禅さん、
副部長の浜守宗太さん、大矢
瑠里さん（南中）

東海小学生バンドフェスティ
バル出場
金管バンド部部長の川原彩美
さん、副部長の綿谷美宥さん
（新川小）

日本学生陸上競技対校選手権
大会
男子４×400ｍリレー出場
福西恵大さん（井口町）
女子４×100ｍリレー出場
神谷優奈さん（西山町）

全国高等学校総合体育大会ヨ
ット競技大会および全国高等
学校ヨット選手権大会出場
碧南高校ヨット部、碧南工業
高校ヨット部の皆さん

東海ビーチバレーボール選手
権大会出場
詫間悠さん生田光さんペア、
山田怜生さん中村伶央さんペ
ア（碧南工業高校）
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