
令和２年２月４日

令和２年宮古スポーツ振興表彰式
～JAおきなわ大ホールにて授賞式を開催～

一般社団法人宮古島市スポーツ協会は、役員会及び理事会の審査を踏まえ、宮古のスポーツ

発展に貢献し、その功績が顕著で推奨に値する者を表彰するとして令和２年スポーツ振興賞の各

賞の受賞者を発表します。

「優秀競技者賞」をはじめとする、４６の受賞者（団体）を決定しました。表彰式は、来る２月１４日

（金）にJAおきなわ大ホールの開場で行います。

以下の受賞者（団体）を決定しました。

氏名 競技 学校・所属・職業

1 優秀競技者 上田 楓乃
空手道 女子形競技 小3年
生の部 三連覇

久松小学校

2 優秀競技者 野原 雫
空手道 女子形競技 小5年
生の部二連覇

多良間小学校

3 優秀競技者 下地 咲笑
空手道 女子組手競技 小2
年生の部二連覇

北小学校

4 優秀競技者 進藤 世楽
空手道 男子組手競技 小5
年生の部

平良第一小学校

5 優秀競技者 近藤 花音
空手道 女子個人形競技
中2年生の部

久松中学校

6 優秀競技者 盛島 稜大
共通男子ジャベリックスロー
競技・共通男子砲丸投げ

鏡原中学校

7 優秀競技者 松川 勝紀
陸上競技 3年男子1500M
三連覇

西城中学校

8 優秀競技者 瑞慶覧 一星
陸上競技 3年男子1500M
共通男子3000M

平良中学校

9 優秀競技者 島尻 恭宇
陸上競技 2年男子100M 共
通男子100M 三連覇

上野中学校

10 優秀競技者 新里 望桜 バレーボール競技 県代表上野中学校

11 優秀競技者 浜川 宇響 バレボール競技 県代表 伊良部島中学校

12 優秀競技者 源河 朝陽 バレボール競技 県代表 伊良部島中学校



13 優秀競技者 嵩原 祐作 バレボール競技 県代表 伊良部島中学校

14 優秀競技者 岸本 隆之輔 八種競技 県代表 宮古総合実業高校

15 優秀競技者 南風原 凜之介
自転車競技 スクラッチ・ロード
レース

宮古工業高校

16 優秀競技者 髙里 一希 自転車競技 ロードレース 宮古高等高校

17 優秀競技者 砂川 慎太郎 陸上競技 少年男子4×100M 宮古高等高校

18 優秀競技者 平良 文果 ｻｯｶｰ競技 九州大会県代表 宮古高等高校

19 優秀競技者 兼島 研斗
卓球競技 ダブルス・シングル
ス

宮古高等高校

20 優秀競技者 砂川 朝博 卓球競技 ダブルス 宮古高等高校

21 優秀競技者 陸 蓮苑 卓球競技 ダブルス 宮古高等高校

22 優秀競技者 兼島 幸祐 卓球競技 ダブルス 宮古高等高校

23 優秀競技者 砂川 貴彦
陸上競技 男子３０代 砲丸投・
円盤投

一般24 優秀競技者 與那嶺 恭兵 陸上競技 男子３０代 1500M

25 優秀競技者 佐和田 敦子
陸上競技 一般女子100M・走り
幅飛 三連覇

26 優秀チーム賞 結の橋クラブ 伊良部島小学校 県大会優勝 13名

27 優秀チーム賞 平良中学校 男子陸上部 宮古地区大会 三連覇 平良中学校

28 優秀チーム賞 平良中学校女子卓球部 県中体連優勝 6名

29
優秀チーム賞 北中学校低学年女子リレー
チーム

県中体連優勝 4名

30 優秀チーム賞 伊良部島中学校チーム 県中体連優勝 10名

31 優秀チーム賞 佐良浜中・上野中合同チーム 県中体連優勝 7名

32 優秀チーム賞 宮古選抜1年男子リレーチーム県中体連優勝 4名

33 優秀チーム賞 宮古高等学校男子卓球部 県高体連優勝 9名

34 優秀チーム賞 西城学区体育協会 陸上部 宮古体育大会 三連覇 西城学区

35
優秀チーム賞 沖縄県民体育大会サッカー宮
古代表チーム

県民大会準優勝 17名

36
優秀チーム賞 沖縄県市町村対抗女子サッ
カー宮古代表チーム

市町村対抗準優勝 16名

37 優秀チーム賞 東学区 テニス競技チーム 宮古体育大会3連覇 東学区



38 優秀指導者 與座清隆 結の橋ﾊﾞﾚｰクラブ 介護士

39 優秀指導者 國吉勇多
佐良浜中学校・上野中学校合
同チーム・伊良部島中学校

教員

40 優秀指導者 飯島 大貴
佐良浜中学校・上野中学校合
同チーム

教員

41 優秀指導者 新垣宏隆 伊良部中学校 教員

42 優秀指導者 野原 太 陸上競技 教員

43 優秀指導者 西里 太志 陸上競技 教員

44 優秀指導者 瑞慶覧 朝充 陸上競技 公務員

45 優秀指導者 根間 絵里香 空手道 教員

46 優秀指導者 可部 裕文 空手道 自営業

期日 令和２年２月１４日（金）午後５：００～
場所 JAおきなわ宮古地区本部２階大ホール

期日 令和２年２月１４日（金）午後６：３０～
場所 JAおきなわ宮古地区本部２階大ホール


