■平成 30 年度表彰者一覧
■第 6 回表彰

平成 31 年 3 月 7 日

・藤沢市大庭中学校 3 年

髙橋 陸さん

全国防具空手道連盟全国大会 中学 1～3 年生の部 優勝
・慶應義塾大学 4 年 杉本 寧々さん
2018 年度全日本学生ボードセーリング選手権
ウインドサーフィン テクノ 293 クラス(A17 ディビジョン) レディースクラス 優勝
・遠藤 好彦さん
第 8 回日本アンプティサッカー選手権大会 2018 準優勝

■第 5 回表彰

平成 31 年 1 月 14 日

・神奈川県立湘南台高等学校 吹奏楽部
第 46 回マーチングバンド全国大会 高等学校の部・マーチングバンド部門（大編成）
グランプリ 文部科学大臣賞 受賞

■第 4 回表彰

平成 31 年 1 月 10 日

・堀越 力さん
2018 ISA WORLD SUP AND PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP
SUP サーフィン男子 5 位
2018 全日本サップサーフィン選手権大会 メンズスペシャルクラス 優勝
・堀越 優樺さん
2018 ISA WORLD SUP AND PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP
SUP サーフィン女子 4 位
2018 全日本サップサーフィン選手権大会 ウィメンズスペシャルクラス 優勝

■第 3 回表彰

平成 30 年 11 月 27 日

・藤沢市立片瀬小学校 4 年 石原 翔さん
JIKA 第 1 回全日本空手道選手権 小学 4 年男子軽量級 優勝
・藤沢市立石川小学校 6 年 今福 愛理さん
NPB ガールズトーナメント 2018 全日本女子学童軟式野球大会
神奈川選抜チーム「YAMAYURI」 優勝
・藤沢市立藤沢小学校 6 年 加藤 絢子さん
NPB ガールズトーナメント 2018 全日本女子学童軟式野球大会
神奈川選抜チーム「YAMAYURI」 優勝
・藤沢市立湘洋中学校 1 年 溝垣 丈司さん
ストリートスポーツ世界大会「FISE Hiroshima 2018」

BMX フリースタイルパーク

ジュニアクラス 優勝

ストリートスポーツ世界大会「FISE CHENGDU」
BMX フリースタイルパーク

ジュニアクラス 優勝

・神奈川 DSC（名越 慎悟さん、名越 明子さん）
2018 ダンススポーツグランプリ in 大阪 シニアⅠ選手権 ラテン 2 位
World Dance Sport Federation Ranking of SeniorⅠ Latin

■第 2 回表彰

6位

平成 30 年 9 月 28 日

・日本大学藤沢高等学校水泳部（女子）
平成 30 年度全国高等学校総合体育大会 水泳競技大会 女子 総合優勝

■第 1 回表彰

平成 30 年 5 月 9 日

・高橋 可成さん
2017 年毎日写真コンテスト

文部科学大臣賞 受賞

・粕谷 徹さん
第 6 回日経ナショナルジオグラフィック写真賞 グランプリ 受賞
・眞野 玲音さん・大河原

彩楽沙さん

2017 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権（第 36 回中牟田杯） 女子ダブルス 優勝
・日本大学馬術部
（吉永 一篤さん、大岩 桃子さん、吉岡 尭祐さん、柿平 紗枝さん、 広瀬 楓さん、名倉 賢人さん)
全日本学生馬術三大大会 2017 3 種目 総合優勝
・湘南辻堂フェアリーズポップ
（島津 美海さん、 伊藤

美波さん、 牧子 礼奈さん、 依田 橙子さん、渡部 恋路さん、

児玉 凛々香さん、渋谷 愛衣琉さん、大朝 真那花さん、高山 明花さん、羽根 今日子さん、
小沢 心瑚さん、 藤原 百花さん、 大屋 菫さん、

北垣 夏望さん、加藤 もかさん、

大泉 玲奈さん、 中村 優海さん、 古林 波音さん、 森下 真衣さん、武松 綺羽さん、
中村 陽さん、

羽田 結衣さん、 和田 舞珠さん）
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