
平成２８年度生涯スポーツ功労者　一覧

番号 都道府県名
氏　　　　　　名

ふりがな 主　　要　　経　　歴指導の期間 備　　　　　考

1 北海道 村　上　一　元
むらかみ S52～現在かずもと 北海道アイスホッケー連盟副会長等

2 北海道 新　保　　實
しんぽ S60～現在みのる 北海道スケート連盟専務理事等

3 北海道 加　納　利　一
かのう S59～現在としかず 北海道卓球連盟顧問等

4 北海道 小　林　輝　幸
こばやし S54～現在 （公財）日本体育協会推薦てるゆき 旭川市スポーツ少年団本部長等

5 北海道 上　野　和香子
うえの H5～現在 （公財）日本体育協会推薦わかこ 旭川市スポーツ少年団副理事長等

6 北海道 青　木　佐智子
あおき H18～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦さちこ とうや湖レクリエ－ションクラブ会長

7 青森県 栁　谷　　透
やなぎや H3～現在とおる 青森県水泳連盟会長等

8 青森県 田　谷　正　雄
た　　や S42～現在まさお 青森市サッカー協会副会長等

9 青森県 古　舘　純　一
ふるだて H17～現在じゅんいち 青森県少林寺拳法連盟副理事長等

10 岩手県 高　瀬　一　行
たかせ H14～現在かずゆき 岩手県水泳連盟副会長

11 岩手県 小笠原　義　文
おがさわら S46～現在よしぶみ 岩手県バレーボール協会会長等

12 宮城県 菅　野　紀　夫
かんの S38～現在のりお 宮城県レスリング協会会長等

13 宮城県 内　海　利　彦
うつみ S53～現在としひこ 宮城県野球協会会長等

14 宮城県 佐　　　正　二
さとう S56～現在まさじ 宮城県ウエイトリフティング協会副会長等

15 秋田県 伊　藤　敬　悦
いとう H8～現在けいえつ 鷹巣グラウンド・ゴルフ協会顧問等

16 秋田県 直　嶋　康　則
なおしま H12～現在やすのり 能代山本ジュニア陸上競技クラブ指導者

17 秋田県 森　川　志保子
もりかわ H元～現在しほこ にかほ市8人制バレーボール協会指導者

18 山形県 佐　藤　重　孝
さとう S62～現在しげたか 山形県ソフトボール協会会長等

19 山形県 土　田　良　雄
つちだ H元～現在よしお 山形県野球連盟副会長兼理事長等

20 山形県 永　井　茂　子
ながい H16～現在しげこ 山形県弓道連盟女子部長兼理事等

21 山形県 岡　崎　由美子
おかざき H16～現在 （公財）日本体育協会推薦ゆみこ 山辺の里スポーツクラブ事務局長等
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番号 都道府県名
氏　　　　　　名

ふりがな 主　　要　　経　　歴指導の期間 備　　　　　考

22 福島県 長　澤　初　男
ながさわ H14～現在はつお 福島県ソフトボール協会会長等

23 福島県 芝　澤　昌　子
しばさわ S51～現在まさこ 白河市家庭バレーボール協会名誉会長等

24 福島県 佐　藤　祀　男
さとう H15～現在としお 福島県バレーボール協会顧問等

25 茨城県 來　栖　行　正
くるす S55～現在ゆきまさ 茨城県ライフル射撃協会会長等

26 茨城県 中　里　　誠
なかざと H10～現在まこと 茨城県剣道連盟名誉会長等

27 茨城県 宮　本　真理子
みやもと H10～現在まりこ 日本体育協会公認エアロビック指導員

28 栃木県 石　橋　俊　一
いしばし S56～現在としかず 栃木県障害者卓球連盟会長

29 栃木県 新　井　重　光
あらい H15～現在しげみつ 佐野市野球協会会長等

30 群馬県 大　山　　剛
おおやま S58～現在つよし 群馬県ボクシング連盟副会長等

31 群馬県 秋　山　裕　司
あきやま H7～現在やすじ 群馬県バレーボール協会顧問等

32 群馬県 長　井　恵美子
ながい S48～現在えみこ 群馬県体操協会顧問等

33 群馬県 佐　藤　綾　子
さとう S62～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦あやこ 群馬三山レクリエーション協会理事

34 埼玉県 増　岡　　浩
ますおか S43～現在ひろし 越谷市スキー連盟副会長等

35 埼玉県 田　島　英　夫
たじま H6～現在ひでお 鴻巣市ウォーキングクラブ顧問等

36 埼玉県 原　口　昌　倫
はらぐち S62～現在まさみち 熊谷市体育協会副会長等

37 埼玉県 山　口　靖　雄
やまぐち H15～現在やすお 富士見市体育協会理事長等

38 埼玉県 梶　原　光　子
かじわら S56～現在みつこ 所沢市健康体操連盟指導員

39 埼玉県 牧　野　正　江
まきの H13～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦まさえ 埼玉県レクリエーションダンス連盟相談役

40 千葉県 長谷川　幸　子
はせがわ H14～現在さちこ NPO法人国際ヨガ協会副理事長

41 千葉県 千本松　隆　俊
せんぼんまつ S50～現在たかとし 千葉県ウエイトリフティング協会副会長等

42 千葉県 松　村　　茂
まつむら S42～現在しげる 市川市フォークダンス協会会長等
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43 千葉県 平　井　　忠
ひらい H7～現在ただし 千葉県山岳連盟顧問

44 千葉県 石　黒　光　明
いしぐろ H14～現在みつあき 白井市体育協会副会長兼理事長

45 千葉県 結　城　幸　雄
ゆうき H16～現在 （公財）日本体育協会推薦ゆきお NPO法人幕張西スポーツクラブ理事長等

46 東京都 冨士川　満　男
ふじかわ S28～現在みつお 港区馬術連盟顧問等

47 東京都 武　田　譽志子
たけだ S57～現在よしこ 世田谷区なぎなた連盟理事長等

48 東京都 窪　寺　澄　安
くぼでら S39～現在すみやす 中野区ソフトテニス連盟会長等

49 東京都 杉　崎　壽三男
すぎざき S62～現在すみお 練馬区スキー協会会長

50 東京都 柳　生　昌　良
やぎゅう H11～現在あきら NPO法人東京都ウオーキング協会名誉会長等

51 東京都 後　藤　邦　夫
ごとう S58～現在くにお 東京都障害者スポーツ協会理事

52 東京都 熊　澤　秀　弘
くまざわ H8～現在 （公財）日本体育協会推薦ひでひろ 東京都スポーツ少年団副本部長等

53 東京都 毛　利　満里子
もうり H11～現在 （公財）日本体育協会推薦まりこ 東京都スポーツ少年団本部常任委員等

54 東京都 田　中　祥　子
たなか S61～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦さちこ 日本ユニカール協会会長

55 神奈川県 佐　藤　誠　治
さとう H8～現在せいじ 特定非営利活動法人神奈川県レクリエーション協会顧問等

56 神奈川県 笠　井　一　榮
かさい S53～現在かずひろ 神奈川県ソフトテニス連盟副会長等

57 神奈川県 山　田　悠　一
やまだ S55～現在ゆういち 神奈川県テニス協会会長等

58 神奈川県 橘　川　眞佐志
きつかわ H9～現在まさし 一般財団法人神奈川陸上競技協会会長等

59 神奈川県 有　海　千鶴子
ありうみ S62～現在ちづこ 神奈川県ボウリング連盟副会長等

60 神奈川県 菊　地　　正
きくち H15～現在 （公財）日本体育協会推薦ただし 特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブSELF副理

事長等

61 新潟県 杉　本　憲　繁
すぎもと H6～現在のりしげ 新潟県アイスホッケー連盟会長等

62 新潟県 　　坂　洋　一
おうさか S59～現在よういち 新潟県弓道連盟名誉会長等

63 新潟県 山　﨑　徳　子
やまざき H15～現在のりこ 新潟県卓球連盟常任理事等
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平成２８年度生涯スポーツ功労者　一覧

番号 都道府県名
氏　　　　　　名

ふりがな 主　　要　　経　　歴指導の期間 備　　　　　考

64 富山県 室　谷　勝　彦
むろたに H9～現在かつひこ 富山県グラウンド・ゴルフ協会副会長兼理事長等

65 富山県 網　谷　昭　一
あみたに S42～現在しょういち 富山県体操協会会長等

66 石川県 上　森　　弘
うえもり S47～現在ひろし 一般社団法人石川県相撲連盟副会長等

67 石川県 竹　田　與　市
たけだ H2～現在よいち 石川県ボウリング連盟副理事長

68 石川県 池　野　　忠
いけの S63～現在 （公財）日本体育協会推薦ただし 石川県スポーツ少年団副本部長等

69 石川県 中　嶋　千　尋
なかしま H17～現在 （公財）日本体育協会推薦ちひろ かほく市スポーツ少年団副本部長

70 福井県 寺　﨑　由　雄
てらさき S48～現在よしお 福井県バドミントン協会副会長等

71 福井県 八　尾　正　博
や　　お S57～現在まさひろ 福井県卓球協会会長等

72 福井県 片　山　伸　一
かたやま H16～現在 （公財）日本体育協会推薦しんいち 吉野総合型地域スポーツクラブ「吉楽」副会長

73 山梨県 植　屋　清　見
うえや S59～現在きよみ 山梨県体育協会理事等

74 山梨県 塩　澤　一　夫
しおざわ S62～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦かずお 山梨県レクリエーション協会専務理事等

75 長野県 下　川　泰　秀
しもかわ S62～現在やすひで 長野陸上競技協会副会長等

76 長野県 田　村　佳　紀
たむら S63～現在よしのり 長野県軟式野球連盟副会長等

77 岐阜県 四ツ橋　英　兒
よつはし H11～現在えいじ 岐阜県ボクシング連盟会長

78 静岡県 髙　木　英　夫
たかぎ S49～現在ひでお 静岡県ソフトボール協会副会長等

79 静岡県 堀　田　公一郎
ほった H13～現在こういちろう 静岡県剣道道場連盟副会長

80 静岡県 杉　山　克　秀
すぎやま H17～現在 （公財）日本体育協会推薦かつひで 総合型地域スポーツクラブTAC理事・指導者等

81 静岡県 小　澤　康　恵
おざわ S57～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦やすえ 島田市青少年育成事業指導員

82 愛知県 平　岩　鉃　彌
ひらいわ S22～現在てつや 春日井市軟式野球連盟副会長等

83 愛知県 北　岡　順　三
きたおか H18～現在じゅんぞう 愛知県レクリエーション協会参与等

84 愛知県 吉　田　和　夫
よしだ H2～現在かずお 愛知県ソフトバレーボール連盟顧問等
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平成２８年度生涯スポーツ功労者　一覧

番号 都道府県名
氏　　　　　　名

ふりがな 主　　要　　経　　歴指導の期間 備　　　　　考

85 愛知県 小　川　　隆
おがわ H15～現在たかし 愛知県ライフル射撃協会理事等

86 愛知県 山　口　榮　三
やまぐち S56～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦えいぞう 日本タスポニー協会専務理事・事務局長等

87 三重県 北　村　和　久
きたむら S50～現在かずひさ 三重県ソフトテニス連盟会長等

88 三重県 勢　力　慶太郎
せいりき H6～現在けいたろう 三重県視覚障害者協会体育部長等

89 三重県 中　島　耕　士
なかじま H9～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦こうし 三重県ユニカール協会副会長等

90 滋賀県 村　山　伸　二
むらやま S62～現在しんじ 東近江市サッカー協会会長

91 滋賀県 小　川　久　和
おがわ H4～現在ひさかず 野洲市バレーボール協会会長等

92 滋賀県 矢　田　忠　男
や　　だ S63～現在 （公財）日本体育協会推薦ただお 彦根市スポーツ少年団相談役等

93 滋賀県 中　江　絹　子
なかえ S55～H23

大津市スポーツ少年団理事H23～現在
（公財）日本体育協会推薦きぬこ 大津スキースポーツ少年団指導者

94 京都府 小　川　眞　吾
おがわ S58～現在しんご 長岡京市空手道連盟顧問等

95 京都府 長　棟　秀　之
ながむね S56～現在ひでゆき 宇治市陸上競技協会会長等

96 京都府 土　手　幹　夫
ど　　て H11～現在みきお 京都市体育振興会連合会常任理事等

97 大阪府 山　口　勝　博
やまぐち H16～現在まさひろ 大阪府トライアスロン協会副会長

98 大阪府 大　西　貞　夫
おおにし S40～現在さだお 大阪府ソフトテニス連盟副会長等

99 大阪府 橋　爪　静　夫
はしづめ H10～現在しずお 大阪府障がい者スポーツ協会会長等

100 大阪府 河　野　　　夫
かわの H9～現在くにお 大阪市スポーツ少年団本部長

101 大阪府 吉　村　久　枝
よしむら H2～現在ひさえ 大阪府生涯スポーツ・ディレクターの会幹事等

102 大阪府 福　田　芳　則
ふくだ H7～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦よしのり 大阪府レクリエーション協会評議員会会長等

103 兵庫県 藤　本　清　孝
ふじもと H7～現在きよたか 兵庫県自転車競技連盟理事長等

104 兵庫県 見　學　哲　哉
けんがく S29～現在てつや 兵庫県バレーボール協会名誉顧問等

105 兵庫県 柳　川　昭　男
やながわ S52～現在あきお 兵庫陸上競技協会顧問等
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平成２８年度生涯スポーツ功労者　一覧

番号 都道府県名
氏　　　　　　名

ふりがな 主　　要　　経　　歴指導の期間 備　　　　　考

106 兵庫県 濵　田　勝　代
はまだ H5～現在かつよ 加古川市ママさんバレーボール協会会長等

107 兵庫県 石　塚　幸　世
いしづか H18～現在 （公財）日本体育協会推薦ゆきよ スポーツクラブ21妙見会長

108 奈良県 大　畑　清　重
おおはた S51～現在きよしげ 奈良県軟式野球連盟宇陀支部名誉顧問等

109 奈良県 野　稲　　博
のいね H3～H23

一般社団法人香芝市体育協会会長H21～現在
ひろし 奈良県軟式野球連盟香芝支部長

110 和歌山県 　中　　公　之
なか H7～現在きみゆき 一般財団法人和歌山陸上競技協会副会長等

111 和歌山県 茂　原　　治
もはら H5～現在おさむ 和歌山県卓球協会会長

112 鳥取県 安　井　博　志
やすい H14～H27

鳥取県山岳協会競技副委員長H22～現在
ひろし 国体鳥取県チーム少年監督

113 鳥取県 平　岡　丈　夫
ひらおか S62～現在たけお 鳥取県セーリング連盟副理事長等

114 鳥取県 井　勢　智　則
い　　せ H10～現在とものり 鳥取県レスリング協会強化部長等

115 島根県 嘉　本　秀　男
かもと S58～現在ひでお 出雲市卓球協会副会長等

116 島根県 桑　本　　聖
くわもと H18～現在さとし 浜田市陸上競技協会副会長等

117 岡山県 大　倉　八　郎
おおくら S55～現在はちろう 岡山県カヌー協会副会長等

118 岡山県 佐　野　治　雄
さ　　の H10～現在はるお 岡山県アイスホッケー連盟副理事長

119 岡山県 八　幡　　泉
やはた H4～現在いずみ 岡山県武術太極拳連盟理事

120 岡山県 葭　野　浩　道
よしの H15～現在 （公財）日本体育協会推薦ひろみち NPO法人スポーツライフ'91天城事務局長等

121 広島県 東　川　安　雄
ひがしかわ H2～現在やすお 一般財団法人広島陸上競技協会副会長等

122 広島県 池　田　美　幸
いけだ H9～現在みゆき 広島県体操協会副理事長

123 広島県 中　原　裕　侑
なかはら S51～現在ひろゆき 熊野町柔友会会長等

124 広島県 宮　脇　保　博
みやわき H16～現在やすひろ 広島県弓道連盟会長

125 山口県 山　村　邦　子
やまむら S51～現在くにこ 山口市レクリエーション協会副会長等

126 山口県 長　岡　三重子
ながおか H6～現在

水泳1,500m自由形 100～104歳の部 1時間15分54秒
39（世界初）

H27
（公財）日本体育協会推薦みえこ マスターズ水泳競技選手
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127 徳島県 西　野　昌　明
にしの H元～現在まさあき 徳島県バドミントン協会会長等

128 徳島県 井　澤　秀　輝
いさわ H16～現在 （公財）日本体育協会推薦ひでき 総合型地域スポーツクラブRexなかがわ代表

129 香川県 鴨　井　和　壽
かもい H6～現在かずとし 香川県バレーボール協会名誉顧問等

130 香川県 村　上　　濟
むらかみ H11～現在ひとし 香川県剣道連盟会長等

131 愛媛県 須之内　淳　二
すのうち S53～現在じゅんじ 愛媛県空手道連盟会長等

132 高知県 揚　田　　清
あげた S63～現在きよし 高知市潮江体育会顧問等

133 高知県 高　橋　孝　典
たかはし S53～現在たかのり 高知市高須体育会会長等

134 高知県 門　田　香　代
かどた H9～現在か　　よ 高知県障がい者スポーツ指導者協議会副会長等

135 福岡県 木　庭　　誠
こ　　ば H6～現在まこと 校区ファミリーバドミントン指導者

136 福岡県 手　島　又　喜
てしま S52～現在またき 福岡県自転車競技連盟理事長・強化委員長

137 福岡県 櫨　山　多津江
はぜやま H元～現在たつえ 行卓クラブ代表等

138 福岡県 稗　島　　寛
ひえしま S55～現在ひろし 久留米市野球連盟名誉会長等

139 佐賀県 樹　下　哲　明
きのした H9～現在てつめい 一般社団法人佐賀県サッカー協会顧問等

140 佐賀県 白　水　克　明
しらみず S60～現在かつあき 唐津市陸上競技協会陸上教室指導員

141 長崎県 小　嶺　忠　敏
こみね H7～現在ただとし 一般社団法人長崎県サッカー協会会長等

142 長崎県 　堀　　美奈登
ほり H元～現在みなと 長崎県相撲連盟会長代行

143 長崎県 　峰　　ひとみ
みね S63～現在ひとみ 健康体操おおむら代表

144 長崎県 用　田　紀　子
もちだ S61～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦のりこ 長崎県インディアカ協会理事長

145 熊本県 井　上　矩　康
いのうえ S63～現在のりやす 熊本県グラウンド・ゴルフ協会会長等

146 熊本県 松　尾　具　親
まつお H16～現在ともちか 熊本県体育協会副会長

147 大分県 小　野　　悟
お　　の S54～現在さとる 大分県ゲートボール協会会長等
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148 大分県 相　馬　千恵子
そうま H15～現在ちえこ 大分県ソフトボール協会女性委員長

149 大分県 吉　田　和　光
よしだ H17～現在 （公財）日本体育協会推薦かずみつ 総合型地域スポーツクラブNPO法人わいわい夢クラブ会長等

150 宮崎県 和　田　利　通
わ　　だ S48～現在としみち 宮崎県ラグビーフットボール協会顧問等

151 宮崎県 奥　村　眞　人
おくむら H18～現在まさと 宮崎県レクリエーション協会副会長等

152 宮崎県 飛　高　博　明
ひだか S57～現在 （公財）日本体育協会推薦ひろあき 一之宮陸友会スポーツ少年団指導者

153 宮崎県 林　田　敦　子
はやしだ S56～現在 （公財）日本体育協会推薦あつこ 大淀スポーツ少年団指導者

154 鹿児島県 川　畑　　城
かわばた S43～現在しろ 鹿児島県ソフトテニス連盟副会長等

155 鹿児島県 大六野　貞　雄
だいろくの H9～H16

薩摩川内市弓道連盟会長H16～現在
さだお 川内市弓道連盟会長等

156 鹿児島県 佐　伯　陵　子
さえき H11～現在りょうこ 鹿児島陸上競技協会参与等

157 沖縄県 金　城　政　敏
きんじょう S57～現在まさとし NPO法人糸満市体育協会長等

158 沖縄県 平　良　　悟
たいら H元～現在さとし 沖縄県テニス協会顧問等
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