
東京２０２０オリンピックメダリスト等への知事表彰について
令和３年８月２０日
秘 書 広 報 課

東京２０２０オリンピックにおいて、本県出身や本県ゆかりの選手の本県関係
者がメダルを獲得したことにより、下記のとおり、メダリスト等に対して、「県民
栄誉特別賞」、「県民栄誉賞」の授与や、「スポーツランドみやざき特別表彰」を行
うことを決定しました。

記
１ 表彰対象者

（１）県民栄誉特別賞
県民栄誉賞の受賞者が重ねて県民栄誉賞の対象基準に該当する場合に知事が特別に表彰

・ 男子柔道 井上 康生監督〈宮崎市出身〉
(表彰理由）
男子柔道において、リオ五輪での７階級全階級メダル獲得に続き、個

人では日本史上最多の金メダル５つ、混合団体では銀メダルの獲得とい
う快挙に指導者として大きく貢献

（２）県民栄誉賞
本県出身者の顕著な功績を称えるため、知事が賞を授与して表彰

・ 五輪は、個人が銅メダル以上、団体が金メダル
・ 出身者とは、本県で生まれ小学校卒業又は、他県で生まれ本県の小、中学校を
卒業など、社会通念に照らして出身者といえる者

・ スケートボード女子パーク スカイ・ブラウン選手〈高鍋町出身〉
(表彰理由）
東京五輪で初の競技として採用されたスケートボード女子パークにおいて、

銅メダルを獲得という快挙を達成

（３）スポーツランドみやざき特別表彰
本県ゆかりの選手等の顕著な功績を称えるため、広く一般に知らしめる手段として知事
が特別に表彰

・ 本県ゆかりとは、本県関連企業、団体に属している者で、県民に認知された
者など

・ 男子柔道73ｷﾛ級 大野 将平選手〈旭化成柔道部所属〉
(表彰理由）
男子柔道７３キロ級において、金メダルを獲得
リオ五輪に続く、２連覇という快挙を達成

・ 男子柔道81ｷﾛ級 永瀬 貴規選手〈旭化成柔道部所属〉
(表彰理由）
男子柔道８１キロ級において、金メダルを獲得
リオ五輪（銅メダル）を超える快挙を達成

・ 野球 山本 由伸選手〈都城高校卒業〉
(表彰理由）
野球競技において、金メダルを獲得
野球競技が、９２年バルセロナ五輪で正式な五輪競技として採用以来、

投手として初の優勝に貢献という快挙を達成

・ 陸上男子20㎞競歩 池田 向希選手〈旭化成陸上部所属〉
(表彰理由）
陸上男子２０㎞競歩において、銀メダルを獲得
競技種目で日本初のメダル獲得という快挙を達成

２ 授賞式日程 未定



令和3年8月20日

○ 個人

種　　目 氏　　名 所　　属 出身地等 成　　績

1 男子柔道７３㎏級 大野 将平選手 旭化成(株) 山口県 金メダル

2 男子柔道８１㎏級 永瀬 貴規選手 旭化成(株) 長崎県 金メダル

3 陸上男子２０㎞競歩 池田 向希選手 旭化成(株) 静岡県 銀メダル

4 スケートボード女子パーク スカイ ブラウン選手 イギリス代表
宮崎県
高鍋町

銅メダル

5 男子ゴルフ 松山 英樹選手 LEXUS
愛媛県

(ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾌｪﾆｯｸｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 8回出場
2014 優勝)

４位

6 陸上男子５０ｋｍ競歩 川野 将虎選手 旭化成(株)
宮崎県
日向市

６位

7 陸上男子１万メートル 相澤 晃選手 旭化成(株) 福島県 １７位

8 男子空手道組手７５㎏級 西村 拳選手 (株)チャンプ
福岡県

（宮崎第一高出身）
５位

○ 団体

種　　目 氏　　名 所　　属 出身地等 成　　績

9 野球 山本 由伸選手 オリックス・バファローズ
岡山県

（都城高出身）
金メダル

10 男子バレーボール 李 博選手 東レ(株)
宮崎県
宮崎市

７位

11 女子ラグビー 黒木 理帆選手 アルカス熊谷
宮崎県
門川町

１２位

12 男子バスケットボール ベンドラメ 礼生選手
サンロッカーズ

渋谷
福岡県

（延岡学園高出身）
１１位

13 女子ハンドボール 原 希美選手 (株)ホンダロジスティクス
宮崎県
延岡市

１２位

○ 監督

種　　目 氏　　名 所　　属 出身地等 成　　績

1 男子柔道 井上 康生監督 東海大学教授
宮崎県
宮崎市

（個人）
金メダル５個

銅１個
（混合団体）
銀メダル１個

東京五輪  本県関係出場選手  成績一覧



令和３年 8月 20 日 

 

東京五輪 本県関係合宿チーム等 成績一覧 

 

○海外チーム 

国 名 
競技名 キャンプ地 

成 績 
人数(最大) 期間 

ドイツ 
陸上 ひなた宮崎県総合運動公園 女子走り幅跳び：ﾏﾗｲｶ･ﾐﾎﾝﾊﾞ（金メダル） 

女子円盤投げ：ｸﾘｽﾃｨﾝ･ﾌﾟﾃﾞﾝﾂ(銀メダル) 123 名 R3.7.17～8.4 

ｲｷﾞﾘｽ 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ みやざき臨海公園等 混合リレー：ｼﾞｪｼｶ･ﾘｱﾏﾝｽ、ｼﾞｮﾅｻﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝﾘｰ、ｼﾞｮ

ｰｼﾞｱ･ﾃｲﾗｰﾌﾞﾗｳﾝ、ｱﾚｯｸｽ･ｲｰ（金メダル） 

男子個人：ｱﾚｯｸｽ･ｲｰ（銀メダル） 

女子個人：ｼﾞｮｰｼﾞｱ･ﾃｲﾗｰﾌﾞﾗｳﾝ（銀メダル） 

19 名 R3.7.12～7.22 

ﾉﾙｳｪｰ 
ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ みやざき臨海公園等  男子個人：ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ﾌﾞﾙﾝﾒﾝﾌｪﾙト（金メダル） 

７名 R3.7.13～7.22 

ｱﾒﾘｶ 
女子ｻｯｶｰ フェニックス・シーガイア・リゾート 銅メダル 

50 名 R3.7.8～7.16 

ドイツ、フランス、ア

メリカ、アイルラン

ド、オランダ、ｵｰｽﾄ

ﾗﾘｱ 

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ フェニックス・シーガイア・リゾート 女子ライト級：ｹﾘｰｱﾝ･ﾊﾘﾝﾄﾝ(ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ)金メダル 

男子ﾌｪｻﾞｰ級：ﾃﾞｭｰｸ・ﾗｶﾞﾝ（ｱﾒﾘｶ）（銀メダル） 

男子ﾗｲﾄ級：ｷｰｼｮｰﾝﾀﾞﾆｴﾙｳｪﾌﾞｽﾀｰ･ﾃﾞｰﾋﾞｽ（ｱﾒﾘｶ）

（銀メダル） 

男子ｽｰﾊﾟｰﾍﾋﾞｰ級：ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄｰﾚｽ ｼﾞｭﾆｱ（ｱﾒﾘｶ）（銀

メダル） 

男子ｳｪﾙﾀｰ級：ｱｲﾀﾞﾝ･ｳｫﾙｼｭ（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ）（銅メダル） 

女子ｳｪﾙﾀｰ級：ｵｼｬｴ ﾗﾅｴ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ（ｱﾒﾘｶ）（銅メダ

ル） 

女子ミドル級：ﾇｰｶ･ﾌｫﾝﾃｨﾝ（ｵﾗﾝﾀﾞ）（銅メダル） 

男子ライト級：ﾊﾘｿﾝ･ｶﾞｰｻｲﾄﾞ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)（銅メダ

ル） 

82 名 R3.7.2～7.20 

 

 

 

 

 

 

 

 



○国内チーム ※令和 2･3 年度直前合宿として来県した競技 

競技名 

(人数) 

キャンプ地 
成 績 

期間（直近のもの） 

トライアスロン 

（9 名） 

みやざき臨海公園等 男子個人：14位ニナー賢治 

     19 位小田倉真 

混合リレー：13 位 

R3.7.13～7.22 

フェンシング(ｻｰﾌﾞﾙ) 

（20 名） 

県総合運動公園など 女子個人：江村美咲（ベスト 16） 

R3.7.4～7.10 

フェンシング（エペ） 

（17名） 

宮崎市佐土原体育館 女子個人：佐藤希望（ベスト 16） 

R2.12.14～12.23 

ラグビー７人制女子 

(41 名) 

西階総合運動公園 第 12位 

R3.2.14～2.26 

ラグビー７人制男子 

（32名） 

フェニックス・シーガイア・リゾート 第 11 位 

R3.5.17～5.29 

柔道 

（22 名） 

旭化成柔道場、市民体育館 男子個人：60キロ級 髙藤直寿(金) 

66 キロ級 阿部一二三(金) 

73 キロ級 大野将平(金) 

81 キロ級 永瀬貴規(金) 

100 キロ級 ウルフアロン(金) 

混合団体：ウルフアロン、大野将平（銀） 

R 元.8.1～8.6 

 

○サーフィン  

 男子 

国 選手 成績 過去参加大会 

ブラジル イタロ･フェレイラ 金メダル 宮崎市木崎浜海岸ＩＳＡﾜｰﾙﾄﾞｻｰﾌｨﾝｹﾞｰﾑｽ 

日本 五十嵐 カノア 銀メダル 宮崎市木崎浜海岸ＩＳＡﾜｰﾙﾄﾞｻｰﾌｨﾝｹﾞｰﾑｽ 

オーストラリア オーウェン･ライト 銅メダル 宮崎市木崎浜海岸ＩＳＡﾜｰﾙﾄﾞｻｰﾌｨﾝｹﾞｰﾑｽ 

 女子 

国 選手 成績 過去参加大会 

アメリカ カリッサ･ムーア 金メダル 宮崎市木崎浜海岸ＩＳＡﾜｰﾙﾄﾞｻｰﾌｨﾝｹﾞｰﾑｽ 

南アフリカ ビアンカ･ベイテンダグ 銀メダル 宮崎市木崎浜海岸ＩＳＡﾜｰﾙﾄﾞｻｰﾌｨﾝｹﾞｰﾑｽ 

日本 都筑 有夢路 銅メダル 日向市お倉ヶ浜海水浴場  

white buffalo HYUGA PRO 

※ 過去参加大会期間 

･令和元年 9月 7日～15日 宮崎市木崎浜海岸 ＩＳＡワールドサーフィンゲームス 

    ･令和元年 10月 16 日～20日 日向市お倉ヶ浜海水浴場 white buffalo HYUGA PRO 


