
番号 都道府県名 氏　　名 備　　　　　　考

平成２６年度生涯スポーツ功労者　一覧

1 北海道 鎌　田　耕　治
かまだ こうじ

2 北海道 小　林　俊　勝
こばやし としかつ

3 北海道 田　野　有　一
た　　の ゆういち

4 青森県 塚　原　實　敬
つかはら さねゆき

5 青森県 奈良岡　直　三
ならおか なおぞう

6 青森県 山　口　繁　春
やまぐち しげはる

7 青森県 清　水　紀　人
しみず

(公財)日本体育協会推薦
のりひと

8 岩手県 菅　崎　吉　雄
かんざき よしお

9 岩手県 出　堀　宏　明
でぼり ひろあき

10 宮城県 千　葉　　功
ち　　ば こう

11 宮城県 平　塚　正　雄
ひらつか まさお

12 宮城県 安　住　正　信
あずみ まさのぶ

13 宮城県 小　池　良　光
こいけ

(公財)日本体育協会推薦
よしみつ

14 宮城県 岩　山　伸　次
いわやま

(公財)日本レクリエーション協会推薦
しんじ

15 秋田県 太　田　広　治
おおた ひろはる

16 秋田県 佐々木　もと子
ささき もとこ

17 秋田県 奈　良　タカ子
な　　ら たかこ

18 山形県 岩　田　邦　弘
いわた くにひろ

19 山形県 安孫子　元　春
あびこ もとはる

20 山形県 髙　瀬　千佳子
たかせ ちかこ

21 福島県 広　瀬　敏　彦
ひろせ としひこ

22 福島県 深　谷　秀　三
ふかや しゅうぞう

23 福島県 齋　藤　三　男
さいとう

(公財)日本体育協会推薦
みつお

24 福島県 水　戸　眞由子
み　　と

(公財)日本体育協会推薦
まゆこ

25 福島県 本　多　　勉
ほんだ

(公財)日本レクリエーション協会推薦
つとむ

26 茨城県 遠　藤　　守
えんどう まもる

27 茨城県 堀之内　幸　子
ほりのうち さちこ

28 茨城県 横　田　憲　克
よこた のりかつ

29 栃木県 野　沢　　達
のざわ さとし

30 栃木県 寺　内　竹　二
てらうち たけじ
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31 群馬県 　堤　　清　夫
つつみ きよお

32 群馬県 坂　村　　孝
さかむら たかし

33 群馬県 靑　山　澄　子
あおやま すみこ

34 埼玉県 瀬　尾　直　朝
せ　　お なおとも

35 埼玉県 那　花　和　子
なばな かずこ

36 埼玉県 三　村　喜　宏
みむら よしひろ

37 埼玉県 浅　見　邦　男
あさみ くにお

38 埼玉県 平　野　新　一
ひらの しんいち

39 埼玉県 　岸　　輝　美
　きし

(公財)日本体育協会推薦
てるみ

40 埼玉県 大　塚　富　子
おおつか

(公財)日本体育協会推薦
とみこ

41 千葉県 中　䑓　由紀夫
なかだい ゆきお

42 千葉県 松　野　昌　司
まつの しょうじ

43 千葉県 常　澄　忠　男
つねずみ ただお

44 千葉県 渡　辺　志げ子
わたなべ しげこ

45 千葉県 沓　掛　忠　夫
くつかけ ただお

46 東京都 根　本　昌　芳
ねもと まさよし

47 東京都 金　子　和　子
かねこ かずこ

48 東京都 吉　澤　　清
よしざわ きよし

49 東京都 加　藤　昌　晴
かとう まさはる

50 東京都 菊　本　近　松
きくもと ちかまつ

51 東京都 石　田　順　茂
いしだ よししげ

52 神奈川県 碓　井　　進
うすい すすむ

53 神奈川県 山　口　宇　宙
やまぐち うちゅう

54 神奈川県 齋　藤　幸　雄
さいとう ゆきお

55 神奈川県 齋　藤　幸　次
さいとう こうじ

56 神奈川県 角　田　よ　う
かくた よう

57 神奈川県 髙　野　　進
たかの

(公財)日本体育協会推薦
すすむ

58 神奈川県 三　栗　　崇
みつくり

(公財)日本体育協会推薦
たかし

59 神奈川県 橘　高　靖　子
きったか

(公財)日本レクリエーション協会推薦
やすこ

60 新潟県 星　野　陸　夫
ほしの むつお
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61 新潟県 　原　　正　雄
　はら まさお

62 新潟県 佐　藤　智　子
さとう ともこ

63 新潟県 中　屋　昭　夫
なかや

(公財)日本体育協会推薦
あきお

64 新潟県 岩　本　悦　夫
いわもと

(公財)日本体育協会推薦
えつお

65 新潟県 渡　邊　優　子
わたなべ

(公財)日本体育協会推薦
ゆうこ

66 富山県 寺　井　　清
てらい きよし

67 富山県 笹　山　治　一
ささやま はるかず

68 石川県 橋　本　俊　一
はしもと しゅんいち

69 石川県 山　本　孝　治
やまもと こうじ

70 石川県 金　丸　誠　史
かなまる せいし

71 福井県 飛　田　　實
ひ　　だ みのる

72 福井県 牧　野　昭　夫
まきの あきお

73 山梨県 小　野　　卓
お　　の たかし

74 山梨県 岡　部　和　子
おかべ かずこ

75 山梨県 中　野　　肇
なかの

(公財)日本レクリエーション協会推薦
はじめ

76 長野県 竹　内　重　雄
たけうち しげお

77 長野県 伊　藤　仲　三
いとう ちゅうぞう

78 岐阜県 田　中　良　幸
たなか よしゆき

79 岐阜県 渡　邉　丈　展
わたなべ たけのぶ

80 静岡県 滝　田　博　之
たきだ ひろゆき

81 愛知県 安　藤　光　夫
あんどう みつお

82 愛知県 伊　藤　義　博
いとう よしひろ

83 愛知県 鈴　村　健　治
すずむら けんじ

84 愛知県 有　本　征　世
ありもと ゆきよ

85 愛知県 中　村　綋　和
なかむら

(公財)日本体育協会推薦
ひろかず

86 三重県 向　井　弘　光
むかい ひろみつ

87 三重県 藤　澤　幸　三
ふじさわ こうぞう

88 滋賀県 諏　訪　武　仁
す　　わ たけひと

89 滋賀県 黒　川　孝　治
くろかわ たかはる

90 京都府 田　村　義　明
たむら よしあき
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91 京都府 加　藤　雅　也
かとう まさなり

92 京都府 北　村　　脩
きたむら おさむ

93 大阪府 長　井　弘　信
ながい ひろのぶ

94 大阪府 曽我部　篤　爾
そがべ とくじ

95 大阪府 藤　井　進　次
ふじい しんじ

96 大阪府 安　田　孝　雄
やすだ たかお

97 大阪府 髙　見　眞理子
たかみ まりこ

98 大阪府 睦　谷　一　馬
むつたに

(公財)日本体育協会推薦
かずま

99 兵庫県 高　見　　豊
たかみ ゆたか

100 兵庫県 井　上　弼　子
いのうえ のりこ

101 兵庫県 篠　﨑　　治
しのざき おさむ

102 兵庫県 杉　本　雄　一
すぎもと ゆういち

103 兵庫県 田　淵　　中
たぶち

(公財)日本レクリエーション協会推薦
かなめ

104 兵庫県 黒　田　治　子
くろだ

(公財)日本レクリエーション協会推薦
はるこ

105 兵庫県 武　市　智　子
たけいち

(公財)日本レクリエーション協会推薦
ともこ

106 奈良県 　本　清　信
よしもと きよのぶ

107 奈良県 熊　田　守　孝
くまだ もりたか

108 奈良県 木　寅　眞佐子
きとら まさこ

109 奈良県 　田　房　彦
よしだ

(公財)日本体育協会推薦
ふさひこ

110 鳥取県 川　口　　武
かわぐち たけし

111 鳥取県 石　浦　外喜義
いしうら ときよし

112 鳥取県 林　原　　潤
はやしばら じゅん

113 島根県 渡　部　紀　美
わたなべ あきよし

114 島根県 山　崎　　晃
やまさき あきら

115 岡山県 河　田　正　英
かわた まさひで

116 岡山県 野　田　康　之
の　　だ やすゆき

117 広島県 山　本　　一
やまもと はじめ

118 広島県 久保田　文　也
くぼた ぶんや

119 広島県 髙　坂　幸　美
こうざか ゆきみ

120 広島県 　長　孝　治
よしなが

(公財)日本体育協会推薦
こうじ
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121 山口県 藤　岡　　悍
ふじおか たけし

122 山口県 信　田　百合夫
し　　だ ゆりお

123 山口県 平　仲　節　子
ひらなか せつこ

124 山口県 山　川　敏　武
やまかわ

(公財)日本体育協会推薦
としたけ

125 徳島県 組　橋　正　人
くみはし まさと

126 香川県 髙　畑　　但
たかばたけ ただし

127 香川県 松　本　澄　夫
まつもと すみお

128 愛媛県 久保田　加寿美
くぼた かずみ

129 高知県 中　村　雅　子
なかむら まさこ

130 高知県 﨑　田　　晃
さきた あきら

131 高知県 岡　林　能　子
おかばやし よしこ

132 福岡県 福　嶋　一　雄
ふくしま かずお

133 福岡県 高　倉　照　幸
たかくら てるゆき

134 福岡県 冨　谷　　猛
とみたに たけし

135 福岡県 田　中　み　代
たなか

(公財)日本レクリエーション協会推薦
みよ

136 佐賀県 光　冨　敦　子
みつどみ あつこ

137 佐賀県 古　賀　和　彦
こ　　が かずひこ

138 佐賀県 　鶴　　　登
　つる のぼる

139 長崎県 萬　矢　劦　治
よろづや きょうじ

140 長崎県 加　納　洋二郎
かのう ようじろう

141 長崎県 平　山　　仁
ひらやま

(公財)日本レクリエーション協会推薦
ひとし

142 熊本県 　井　　　薫
　いい かおる

143 熊本県 光　永　　功
みつなが いさお

144 熊本県 田　中　誠　一
たなか

(公財)日本体育協会推薦
せいいち

145 大分県 川　島　一　郎
かわしま いちろう

146 大分県 芝　原　由　美
しばはら ゆみ

147 大分県 中　島　　豊
なかしま

(公財)日本体育協会推薦
ゆたか

148 大分県 島　畑　政　修
しまはた

(公財)日本体育協会推薦
まさのぶ

149 宮崎県 伊　東　尊　見
いとう たかみ

150 宮崎県 釘　村　美千也
くぎむら みちや
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151 鹿児島県 椛　山　昭　德
かばやま あきのり

152 鹿児島県 小　田　勝　美
お　　だ かつみ

153 鹿児島県 畠　中　和　子
はたなか かずこ

154 鹿児島県 神之門　　透
かみのかど

(公財)日本レクリエーション協会推薦
とおる

155 沖縄県 栄野比　二　郎
えのび にろう

156 沖縄県 徳　元　健　也
とくもと けんや

- 6 -


