
番号 都道府県名 氏　　名 備　　　　　　考

平成２７年度生涯スポーツ功労者　一覧

1 北海道 和　田　　明
わ　　だ あきら

2 北海道 安　田　泰　次
やすだ たいじ

3 北海道 長　澤　茂　嗣
ながさわ しげつぐ

4 北海道 伊　端　隆　康
いばた

（公財）日本体育協会推薦
たかやす

5 青森県 金　入　忠　清
かねいり ただきよ

6 青森県 工　藤　一　夫
くどう かずお

7 青森県 木　村　義　男
きむら よしお

8 青森県 江　渡　光　夫
え　　と

（公財）日本体育協会推薦
みつお

9 青森県 山　上　倫　史
やまがみ

（公財）日本体育協会推薦
のりひと

10 岩手県 駒　井　吉　位
こまい よしのり

11 岩手県 土　村　雅　彦
つちむら まさひこ

12 岩手県 浅　沼　道　成
あさぬま

（公財）日本体育協会推薦
みちなり

13 宮城県 鈴　木　美智子
すずき みちこ

14 宮城県 相　沢　隆　夫
あいざわ たかお

15 宮城県 紺　野　芳　彦
こんの よしひこ

16 秋田県 高　田　重　子
たかだ しげこ

17 秋田県 児　玉　一　彦
こだま かずひこ

18 秋田県 星　野　和　夫
ほしの かずお

19 秋田県 佐　藤　彰　吾
さとう

（公財）日本レクリエーション協会推薦
しょうご

20 山形県 山　川　　清
やまかわ きよし

21 山形県 後　藤　正　博
ごとう まさひろ

22 山形県 秋　葉　和　美
あきば かずみ

23 山形県 佐　藤　眞　隆
さとう

（公財）日本レクリエーション協会推薦
しんりゅう

24 福島県 坂　本　　守
さかもと まもる

25 福島県 鵜　沼　秀　雄
うぬま ひでお

26 茨城県 黒　澤　弘　忠
くろさわ ひろただ

27 茨城県 川　田　　進
かわだ すすむ

28 茨城県 榎　戸　二三枝
えのきど ふみえ

29 栃木県 藤　野　幸　作
ふじの こうさく

30 栃木県 富　川　黎　司
とみかわ れいじ
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31 群馬県 佐　藤　和　江
さとう かずえ

32 群馬県 小　林　一　隆
こばやし かずたか

33 群馬県 山　川　　巖
やまかわ いわお

34 埼玉県 松　本　富　男
まつもと とみお

35 埼玉県 宮　田　紀　榮
みやた きえい

36 埼玉県 秋　山　滋　雄
あきやま しげお

37 埼玉県 鍜治田　宙　一
かじた ひろいち

38 埼玉県 三　宅　義　行
みやけ

（公財）日本体育協会推薦
よしゆき

39 千葉県 大　野　敬　三
おおの けいぞう

40 千葉県 甲　斐　剛　良
か　　い たけよし

41 千葉県 佐　瀬　　肇
さ　　せ はじめ

42 千葉県 渡　部　弘　道
わたなべ ひろみち

43 千葉県 今　井　忠　敏
いまい

（公財）日本体育協会推薦
ただとし

44 千葉県 茨　城　栄　一
いばらき

（公財）日本体育協会推薦
えいいち

45 東京都 川　井　隆　夫
かわい たかお

46 東京都 辻　村　光　子
つじむら みつこ

47 東京都 髙　橋　弘　藏
たかはし こうぞう

48 東京都 野　﨑　理　弘
のざき まさひろ

49 東京都 千　葉　健　夫
ち　　ば たてお

50 東京都 足　立　房　夫
あだち ふさお

51 東京都 澤　井　　翼
さわい

（公財）日本体育協会推薦
よく

52 東京都 安　達　眞紀子
あだち

（公財）日本レクリエーション協会推薦
まきこ

53 東京都 吉　田　昭　彦
よしだ

（公財）日本レクリエーション協会推薦
あきひこ

54 神奈川県 山　室　ひとし
やまむろ ひとし

55 神奈川県 木　村　軍　治
きむら ぐんじ

56 神奈川県 米　倉　菊治郎
よねくら きくじろう

57 神奈川県 田　中　　昇
たなか のぼる

58 神奈川県 内　田　美智子
うちだ みちこ

59 新潟県 鈴　木　光　徹
すずき こうてつ

60 新潟県 宮　川　忠　和
みやかわ ただかず
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61 新潟県 外　山　陽　子
とやま ようこ

62 新潟県 小　間　惟　司
こ　　ま

（公財）日本レクリエーション協会推薦
ただし

63 富山県 中　村　一　生
なかむら いっせい

64 富山県 貫　田　昭紀子
ぬきた あきこ

65 富山県 永　井　　彰
ながい あきら

66 富山県 金　子　堅太郞
かねこ

（公財）日本体育協会推薦
けんたろう

67 富山県 市　田　　寛
いちだ

（公財）日本体育協会推薦
ひろし

68 石川県 山　田　正　雄
やまだ まさお

69 石川県 　原　　栄　一
はら えいいち

70 石川県 尾　山　登志子
おやま としこ

71 福井県 角　野　冨久子
かどの ふくこ

72 福井県 大　橋　　力
おおはし ちから

73 福井県 八　木　秀　夫
や　　ぎ ひでお

74 山梨県 天　野　　裕
あまの ゆたか

75 長野県 久保田　一　司
くぼた かずし

76 長野県 柿　崎　庫之助
かきざき くらのすけ

77 岐阜県 丸　山　充　信
まるやま みつのぶ

78 岐阜県 長　屋　俊　治
ながや

（公財）日本体育協会推薦
としはる

79 静岡県 平　垣　敏　夫
ひらがき としお

80 愛知県 今　野　雅　晴
こんの まさはる

81 愛知県 　角　　紘　昭
す　　み ひろあき

82 愛知県 早　瀬　幸　保
はやせ ゆきやす

83 愛知県 伊　藤　玲　子
いとう れいこ

84 三重県 長谷川　之　快
はせがわ ひでお

85 三重県 大　川　吉　崇
おおかわ よしたか

86 滋賀県 東　谷　　正
ひがしたに ただし

87 滋賀県 中　野　秀　也
なかの ひでや

88 滋賀県 橋　田　昌　和
はしだ

（公財）日本体育協会推薦
まさかず

89 京都府 久　保　正　人
く　　ぼ まさと

90 京都府 梅　川　　満
うめかわ みつる
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91 京都府 久　保　周　三
く　　ぼ しゅうぞう

92 京都府 宮　崎　秀　吉
みやざき

（公財）日本体育協会推薦
ひできち

93 京都府 堀　川　浩　一
ほりかわ

（公財）日本レクリエーション協会推薦
こういち

94 大阪府 尼　子　健　二
あまこ けんじ

95 大阪府 二　重　忠　二
にがら ただじ

96 大阪府 山　中　道　男
やまなか みちお

97 大阪府 西　村　房　雄
にしむら ふさお

98 大阪府 浅　田　昌　子
あさだ まさこ

99 兵庫県 山　口　泰　雄
やまぐち やすお

100 兵庫県 河　野　修一郎
こうの しゅういちろう

101 兵庫県 岩　島　直　巳
いわしま なおみ

102 兵庫県 川　口　清　隆
かわぐち きよたか

103 兵庫県 石　角　洋　子
いしかど

（公財）日本体育協会推薦
ようこ

104 奈良県 川　上　弥五郎
かわかみ やごろう

105 奈良県 好　井　國　治
よしい くにはる

106 奈良県 西　森　禮　子
にしもり れいこ

107 和歌山県 三　浦　利枝子
みうら りえこ

108 鳥取県 松　本　秀　樹
まつもと ひでき

109 鳥取県 渡　辺　明　彦
わたなべ あきひこ

110 鳥取県 杉　村　正　男
すぎむら まさお

111 島根県 大　向　謙　二
おおむかい けんじ

112 島根県 山　藤　哲　夫
さんとう てつお

113 岡山県 田　中　正　則
たなか まさのり

114 岡山県 花　岡　洋　右
はなおか ようすけ

115 岡山県 牧　野　吉　伸
まきの よしのぶ

116 広島県 長谷川　和　也
はせがわ かずや

117 広島県 津　田　正　臣
つ　　だ まさおみ

118 広島県 鎌　刈　拓　也
かまかり たくや

119 山口県 大　橋　　裕
おおはし ゆたか

120 山口県 吉　村　三　嗣
よしむら みつぎ
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121 山口県 松　村　和　美
まつむら かずみ

122 山口県 中　川　宏　夫
なかがわ

（公財）日本体育協会推薦
ひろお

123 山口県 松　田　義　政
まつだ

（公財）日本レクリエーション協会推薦
よしまさ

124 徳島県 北　島　孝　二
きたじま こうじ

125 香川県 古　澤　英　宣
ふるさわ ひでのぶ

126 香川県 木　村　康　男
きむら やすお

127 香川県 野　﨑　武　司
のざき

（公財）日本体育協会推薦
たけし

128 愛媛県 宮　崎　邦　宏
みやざき くにひろ

129 高知県 　林　　　崇
はやし たかし

130 高知県 岡　本　セツ子
おかもと せつこ

131 高知県 宮　地　彌　典
みやじ ひろすけ

132 高知県 小　松　むつ子
こまつ

（公財）日本レクリエーション協会推薦
むつこ

133 福岡県 中　原　東　海
なかはら とうみ

134 福岡県 川　波　源　司
かわなみ げんじ

135 福岡県 山　口　　毅
やまぐち たけし

136 福岡県 浅　尾　　司
あさお つかさ

137 福岡県 大久保　優美子
おおくぼ

（公財）日本レクリエーション協会推薦
ゆみこ

138 佐賀県 福　島　袈裟雄
ふくしま けさお

139 佐賀県 植　松　義　郎
うえまつ よしろう

140 佐賀県 須　藤　義　仁
すどう

（公財）日本体育協会推薦
よしひと

141 長崎県 馬　場　信　幸
ば　　ば のぶゆき

142 長崎県 川　﨑　智　晃
かわさき ちあき

143 長崎県 村　田　祀　子
むらた としこ

144 熊本県 藤　野　健　一
ふじの けんいち

145 熊本県 小　林　義　勝
こばやし よしかつ

146 大分県 團　塚　喜　幸
だんづか きゆき

147 大分県 羽田野　明　美
はだの あけみ

148 宮崎県 井料田　　豊
いりょうだ ゆたか

149 宮崎県 石　崎　陽　一
いしざき よういち

150 宮崎県 西　内　重　夫
にしうち しげお
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151 鹿児島県 上　夷　慶　克
うええびす よしかつ

152 鹿児島県 小　村　　薦
こむら すすむ

153 鹿児島県 新　留　るり子
にいどめ るりこ

154 鹿児島県 三　宅　隆　一
みやけ

（公財）日本体育協会推薦
たかいち

155 鹿児島県 吉　良　正　人
き　　ら

（公財）日本体育協会推薦
まさと

156 沖縄県 玉　城　京　子
たまき きょうこ

157 沖縄県 津　森　義　弘
つもり よしひろ

158 沖縄県 渡名喜　庸　功
となき ようこう
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