
NO 年 月 名称等 区分 機関等

133 10月 若山英史
（沼津市出身）

車いすラグビー世界選手権
銅メダル

国際ウィルチェアー
ラグビー連盟

134 10月 川本翔大
（伊豆ベロドローム拠点）

パラ自転車トラック世界選手権
MC2オムニアム：銀メダル

MC2タイムトライアル：銀メダル
MC2個人パーシュート：銀メダル

国際自転車競技連合

135 11月 有東木の盆踊
（静岡市）

無形文化遺産 ユネスコ

136 11月 徳山の盆踊
（川根本町）

無形文化遺産 ユネスコ

137 11月 明賀芽泉
（静岡市出身）

ワールドスケートゲームズ
ローラーフリースタイル パーク 女子：銀メダル

ローラーフリースタイル ストリート 女子：銅メダル
ワールドスケート
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２月 三木つばき
（掛川市出身）

スノーボード世界選手権
女子パラレル大回転：金メダル

国際スキー連盟
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世界クラスの資源・人材群

“ふじのくに”  静岡県



NO 年 月 名称等 区分 機関等

2 5月 静岡の茶草場農法 世界農業遺産
国連食糧農業機関

（ＦＡＯ）

3 12月 和食 無形文化遺産 ユネスコ

4 6月 南アルプス
ユネスコエコパーク
（生物圏保存地域）

ユネスコ

5 6月
本庶佑

静岡県公立大学法人
理事長

唐奨（バイオ医薬部門） 唐奨教育基金会

6 7月
ＳＰＡＣ

（静岡県舞台芸術
センター）

「アヴィニョン演劇祭」（仏）の
公式プログラムに招聘

アヴィニョン演劇祭

7 7月 那須田桂
（浜松北高校）

国際生物学オリンピック
金メダル

国際生物学オリンピック

8 9月 深良用水
（裾野市）

世界かんがい施設遺産 国際かんがい排水
委員会

9 9月 牧之原市花の会
花のまちづくり国際コンクール
（Ｉnternational Ｃhallenge 2014)

「５つ花」賞（最高評価）
Ｃｏmmunities in Ｂloom

10 10月
天野浩

名古屋大学大学院教授
（浜松市出身）

ノーベル物理学賞 ノーベル財団

11 10月 浜松ホトニクス
（20インチ光電子増倍管）

ＩＥＥＥ（アイ・トリプル・イー）
マイルストーン

ＩＥＥＥ
（米国電気電子学会）

12 12月

浜松市
（ユネスコ創造都市

ネットワーク
（音楽分野））

ユネスコ創造都市
ネットワーク（音楽分野）

ユネスコ

【　2013 年 ( 平成 25 年 ) ～ 2014 年 ( 平成 26 年 )  】
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4月
勧告
6月
登録

富士山 世界文化遺産 ユネスコ
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119 ４月
株式会社サンファー
マーズ スペイン法人

（アメーラ トマト）

フルーツロジスティカ
イノベーションアワード2022　金賞

Messe Berlin GmbH

120 4月 江南徳行
（赤レモンマーマレード）

マーマレードアワード世界大会
DOUBLE GOLD（最高金賞）

デールメイン　マンション
＆ヒストリック　ガーデンズ

121 4月 ヤマハ
（カジュアル管楽器）

レッド・ドット・デザイン賞
Best of the best（最高賞）

ノルトライン・
ヴェストファーレン
デザインセンター

122 4月 ヤマハ
（ヘッドホン）

レッド・ドット・デザイン賞
Best of the best（最高賞）

ノルトライン・
ヴェストファーレン
デザインセンター

123 ５月 磯自慢酒造
（磯自慢 純米吟醸）

インターナショナル・ワイン・チャレンジ
2022

純米吟醸トロフィー

William Reed Business 
Media

124 ５月 初亀醸造
（初亀純米大吟醸 亀）

インターナショナル・ワイン・チャレンジ
2022

純米大吟醸トロフィー

William Reed Business 
Media

125 ７月 山西利和
（静岡市出身）

世界陸上競技選手権大会
男子20km競歩：金メダル

国際陸上競技連盟

126 ７月 池田向希
（浜松市出身）

世界陸上競技選手権大会
男子20km競歩：銀メダル

国際陸上競技連盟

127 ７月 川野将虎
（小山町出身）

世界陸上競技選手権大会
男子35km競歩：銀メダル

国際陸上競技連盟

128
８月
10月

杉浦佳子
（掛川市出身）

パラ自転車ロードワールドカップ
総合優勝

パラ自転車ロード世界選手権
WC3ロード：金メダル

WC3タイムトライアル：銀メダル
パラ自転車トラック世界選手権
WC3タイムトライアル：銀メダル
WC3個人パーシュート：銀メダル

国際自転車競技連合

129 ９月 森川美和
（沼津市出身）

レスリング世界選手権
女子65kg級：金メダル

世界レスリング連合

130 10月 寺谷用水
（磐田市）

世界かんがい施設遺産 国際かんがい排水
委員会

131 10月 香貫用水
（沼津市）

世界かんがい施設遺産 国際かんがい排水
委員会

132 10月 伊藤美誠
（磐田市出身）

世界卓球選手権
女子団体：銀メダル

国際卓球連盟
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