
平成２４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 髙　坂　 　猛　
たかさか　　　たけし H9～現在 札幌ソフトバレーボール連盟顧問等

2 北海道 畑　中　　 弘　
はたなか　　　ひろし S47～現在 札幌スケート連盟副会長等

3 北海道 髙　橋　 貞　夫
たかはし　　　さだお S45～現在 (財)北海道スケート連盟参与等

4 青森県 三　上　 智　保
みかみ　　　ともやす H14～現在 五所川原市グラウンド・ゴルフ協会顧問等

5 青森県 八　戸　　 弘　
はちのへ　　　ひろし S37～現在 青森市サッカー協会副会長等

6 青森県 菊　田　 順　宏
きくた　　　まさひろ S57～現在 青森市レスリング協会常任理事

7 岩手県 新　渕　 久　郎
にいぶち　　　ひさお S55～現在 岩手県レクリエーション協会副会長等

8 岩手県 川　村　 幸　男
かわむら　　　ゆきお S40～H7 岩手県ソフトテニス連盟副会長等

岩手県ソフトテニス連盟副会長H9～現在

9 宮城県 菅　原　 信　行
すがわら　　　のぶゆき S62～現在 志波姫ソフトテニス協会会長

10 宮城県 髙　橋　 一　夫
たかはし　　　かずお S48～現在 宮城県ウエイトリフティング協会副会長等

11 宮城県 佐々木　　 猛　
ささき　　　たけし H5～H17 登米郡陸上競技協会副会長

登米市陸上競技協会会長等H17～現在

12 宮城県 岩　淵　 敬　一
いわぶち　　　けいいち S52～現在 有賀スポーツ少年団指導者

(公財)日本体育協会推薦

13 宮城県 佐　藤　 田鶴子
さとう　　　たづこ S57～現在 片平バスケットボールスポーツ少年団指導者

(公財)日本体育協会推薦

14 宮城県 佐　藤　 黎　子
さとう　　　れいこ H14～現在 宮城県ゲートボール連盟副理事長等

(公財)日本レクリエーション協会推薦

15 秋田県 津　川　 美　長
つがわ　　　よしなが S44～現在 横手剣道スポーツ少年団指導者

16 秋田県 進　藤　 雄　一
しんどう　　　ゆういち S60～現在 秋田県身体障害者福祉協会青年部野球部監督

17 秋田県 樋　渡　 満　子
ひわたり　　　みつこ H9～現在 秋田県小学生バドミントン連盟理事長

18 秋田県 嘉　藤　 晋　作
かとう　　　しんさく H8～現在 グリーンスポーツ倶楽部会長

(公財)日本体育協会推薦

19 山形県 吉　田　 芳　弘
よしだ　　　よしひろ H14～現在 長井市陸上競技協会会長

20 山形県 長　沼　 千　歳
ながぬま　　　ちとせ S44～現在 山形県水泳連盟理事等

21 福島県 木　村　 三樹郎
きむら　　　みきお S50～現在 いわき柔道会顧問等
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22 福島県 山　口　　 勇　
やまぐち　　　いさむ H5～現在 福島県スケート連盟顧問等

23 茨城県 中　川　 靖　雄
なかがわ　　　くにお S38～現在 茨城県卓球連盟会長等

24 茨城県 小　橋　 主　典
こばし　　　かつのり S41～現在 茨城県レスリング協会副会長等

25 茨城県 落　合　 正　利
おちあい　　　まさとし S50～現在 土浦日本大学高等学校柔道部監督

26 茨城県 小　野　 忠　志
おの　　　ただし H11～現在 鹿嶋市総合型地域スポーツクラブNPO法人「かしまスポー

ツクラブ」理事長等 (公財)日本体育協会推薦

27 栃木県 渡　辺　 清　作
わたなべ　　　せいさく H12～現在 都賀町ターゲット・バードゴルフ協会顧問等

28 栃木県 大　島　 大　和
おおしま　　　やまと S46～現在 足利市体育協会レスリング部部長

29 栃木県 中　山　 文　雄
なかやま　　　ふみお S60～現在 佐野市スポーツ少年団本部長

(公財)日本体育協会推薦

30 栃木県 小　川　 俊　介
おがわ　　　しゅんすけ H6～H15 栃木県スポーツ少年団指導者協議会副会長

栃木県スポーツ少年団指導者協議会会長H16～現在

(公財)日本体育協会推薦

31 栃木県 本　間　 秀　雄
ほんま　　　ひでお H14～現在 「友遊いずみクラブ」専務理事・ゼネラルマネージャー等

(公財)日本体育協会推薦

32 群馬県 　林　　　 清　
はやし　　　きよし H7～現在 群馬県スキー連盟顧問等

33 群馬県 山　田　　 稔　
やまだ　　　みのる S45～現在 群馬県水泳連盟副会長等

34 群馬県 大　矢　 勝　惠
おおや　　　かつえ H12～現在 ダンベル健康体操指導協会群馬県支部会長

35 群馬県 堀　込　 　進　
ほりごめ　　　すすむ H8～現在 群馬県レクリエーション協会理事

(公財)日本レクリエーション協会推薦

36 埼玉県 大　屋　 健　一
おおや　　　けんいち H7～現在 深谷市体育協会顧問等

37 埼玉県 黒　田　 重　晴
くろだ　　　しげはる S44～現在 越谷市レクリエーション協会会長

38 埼玉県 伊 田　登喜三郎
いだ　　　ときさぶろう H元～現在 研修道場「明徳館」館長

39 埼玉県 髙　篠　 友　三
たかしの　　　ともぞう H2～現在 坂戸市体育協会理事長等

40 埼玉県 山　﨑　 正　治
やまざき　　　しょうじ H8～現在 和光市体育協会会長等

41 埼玉県 横　山　 謙　三
よこやま　　　けんぞう H14～現在 公益財団法人埼玉県サッカー協会副会長兼専務理事

等 (公財)日本体育協会推薦

42 埼玉県 川　上　 トサ子
かわかみ　　　とさこ H11～現在 埼玉県レクリエーション協会常任理事等

(公財)日本レクリエーション協会推薦
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43 千葉県 奈　良　 五十八
なら　　　いそはち H11～現在 船橋市体育協会理事長等

44 千葉県 御代川　 泰　久
みよかわ　　　やすひさ S50～現在 鎌ヶ谷市柔道連盟会長等

45 千葉県 田　丸　 精　一
たまる　　　せいいち H4～現在 鴨川市柔道会顧問等

46 東京都 寺　本　 亮　洞
てらもと　　　りょうどう S40～H20 東久留米市体育協会会長等

東久留米市体育協会会長H22～現在

47 東京都 内　田　　 勇　
うちだ　　　いさむ H13～現在 西東京市健康づくり推進協議会副会長

48 東京都 髙　木　 雄　司
たかぎ　　　ゆうじ S40～現在 大田区アマチュアボクシング連盟会長等

49 東京都 髙　橋　 照　昌
たかはし　　　てるまさ H3～現在 青梅市バドミントン協会顧問等

50 東京都 小野寺　 　淳　
おのでら　　　あつし S38～現在 府中市卓球連盟会長等

51 東京都 大　塚　 　　
おおつか　　　みどり H8～現在 江東区なぎなた連盟副会長

52 神奈川県 稲　岡　 輝　雄
いなおか　　　てるお H2～現在 茅ヶ崎市体育協会会長等

53 神奈川県 新　木　 康　稔
しんき　　　やすとし S47～現在 神奈川県ハンドボール協会副会長等

54 神奈川県 松　永　 繁　之
まつなが　　　しげゆき H13～現在 財団法人子市体育協会会長等

55 神奈川県 小　島　 利　明
こじま　　　としあき H3～現在 神奈川県グラウンド・ゴルフ協会会長等

56 神奈川県 金　児　 忠　枝
かねこ　　　ただえ S60～現在 神奈川県ソフトテニス連盟副会長等

57 新潟県 藤　井　　 信　
ふじい　　　まこと S42～現在 新潟県山岳協会顧問等

58 新潟県 大　川　 　健　
おおかわ　　　たけし S32～現在 一般社団法人新潟県サッカー協会顧問等

59 新潟県 田　中　 千代美
たなか　　　ちよみ H4～現在 新潟県バレーボール協会理事等

60 富山県 原　嶋　　 巖　
はらしま　　　いわお S51～S53 富山県スキー連盟理事

富山県スキー連盟副会長等S55～現在

61 富山県 髙　倉　 正　和
たかくら　　　まさかず S58～現在 富山県ソフトテニス連盟会長等

62 富山県 武　内　 靖　子
たけうち　　　やすこ S57～現在 立山町レクリエーション協会副理事長

(公財)日本レクリエーション協会推薦

63 石川県 清　水　 紀　良
しみず　　　きよし S53～現在 石川県野球協会理事長等
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64 石川県 山　口　 　直　
やまぐち　　　ただし S62～現在 野々市市体育協会会長等

65 石川県 石　田　 恵　子
いしだ　　　けいこ H3～H13 内灘町ソフトテニス協会理事

内灘町ソフトテニス協会理事長H18～現在

66 福井県 川　端　 武　和
かわはし　　　たけかず S42～現在 福井県バドミントン協会副会長等

67 福井県 竹　内　 博　也
たけうち　　　ひろや S50～現在 福井県ソフトテニス連盟副会長等

68 山梨県 秋　山　 照　美
あきやま　　　てるみ S53～現在 山梨県弓道連盟副会長等

69 山梨県 斉　藤　 春　子
さいとう　　　しゅんこ H5～現在 山梨県レクリエーション協会理事

(公財)日本レクリエーション協会推薦

70 長野県 山　崎　 良　二
やまざき　　　りょうじ S48～現在 長野県ソフトテニス連盟名誉顧問等

71 長野県 小　池　 嘉　紀
こいけ　　　よしのり S50～現在 (一財)長野県バレーボール協会顧問等

72 長野県 辺　見　 元　孝
へんみ　　　もとたか H13～現在 上松町総合型地域スポーツクラブ木曽ひのきっ子ゆうゆうク

ラブ事務局長 (公財)日本体育協会推薦

73 岐阜県 小　谷　 直　通
おだに　　　なおみち S57～現在 岐阜県アイスホッケー連盟会長

74 岐阜県 川　井　 一　夫
かわい　　　かずお S44～現在 大垣市ミニバスケットボール少年団団長

75 岐阜県 土　屋　 品　子
つちや　　　しなこ S51～現在 大井第二スポーツ少年団指導者

(公財)日本体育協会推薦

76 岐阜県 松　浪　 保　夫
まつなみ　　　やすお H7～現在 御嵩町スポーツ少年団本部長

(公財)日本体育協会推薦

77 静岡県 山　下　 昌　彦
やました　　　まさひこ S50～H9 静岡陸上競技協会副理事長等

静岡陸上競技協会副会長H21～現在

78 静岡県 桑　原　 貞　子
くわはら　　　さだこ S57～現在 体操（健康運動）教室講師

79 愛知県 加　賀　 昭　成
かが　　　あきなり S43～S50 安城市ソフトボール協会理事長等

安城市ソフトボール協会会長等S51～現在

80 愛知県 丹　羽　 米　子
にわ　　　よねこ S57～現在 尾張ソフトボール支部副理事長等

81 愛知県 杉　山　 幸　重
すぎやま　　　ゆきしげ S61～現在 愛知県ライフル射撃協会理事

82 愛知県 鈴　木　 輝　彦
すずき　　　てるひこ S61～H19 愛知県弓道連盟副会長等

愛知県弓道連盟相談役等H20～現在

83 愛知県 室　伏　 重　信
むろふし　　　しげのぶ S62～現在 中京大学体育学部名誉教授等

(公財)日本体育協会推薦

84 三重県 横　山　 宗　晴
よこやま　　　むねはる S50～現在 三重県軟式野球連盟理事
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85 三重県 宇　野　 長　好
うの　　　ながよし H元～現在 四日市レスリング協会会長

86 滋賀県 伊　﨑　 一　男
いさき　　　かずお S30～現在 近江八幡市体育協会参与等

87 滋賀県 竹　内　 茂　朗
たけうち　　　しげお S63～現在 大津市体育協会副会長等

88 滋賀県 寺　村　 義　伸
てらむら　　　よしのぶ H12～現在 滋賀県ユニカール協会会長

(公財)日本レクリエーション協会推薦

89 京都府 中　島　 一　夫
なかじま　　　かずお S44～現在 宇治市ソフトボール協会顧問等

90 京都府 小　髙　 貞　勇
こたか　　　さだお S52～現在 大宅体育振興会会長等

91 京都府 中　島　 精　一
なかじま　　　せいいち S56～現在 公益財団法人長岡京市体育協会顧問等

92 京都府 森　下　 完　二
もりした　　　かんじ H14～現在 かやスポーツクラブ会長等

(公財)日本体育協会推薦

93 京都府 宮　林　 香代子
みやばやし　　　かよこ H4～現在 京都府フライングディスク協会理事

(公財)日本レクリエーション協会推薦

94 大阪府 浅　田　 治　彦
あさだ　　　はるひこ S55～現在 大阪カヌー協会副会長等

95 大阪府 古　川　 南海男
ふるかわ　　　なみお S50～現在 高槻市日本拳法連盟師範

96 大阪府 濵　田　 麗　史
はまだ　　　れいし H12～現在 大阪市体育厚生協会副会長等

97 大阪府 木　下　 俊　弘
きのした　　　としひろ H5～現在 大阪府パワーリフティング協会理事等

98 大阪府 足　立　 朋　子
あだち　　　ともこ H4～現在 レクリエーション・インストラクター等

99 兵庫県 茶　谷　 道　男
ちゃたに　　　みちお S55～現在 兵庫県ソフトボール協会副会長等

100 兵庫県 岸　田　 純　一
きしだ　　　じゅんいち S44～現在 兵庫県バスケットボール協会顧問等

101 兵庫県 植　月　 正　章
うえつき　　　まさあき H5～現在 (一財)兵庫陸上競技協会会長等

102 奈良県 尼　﨑　 勝　己
あまさき　　　かつみ S40～現在 奈良県卓球協会理事長等

103 奈良県 本　摩　 恒　利
ほんま　　　つねとし S55～現在 (一財)生駒市体育協会副会長等

104 奈良県 小　林　 弘　文
こばやし　　　ひろふみ S53～現在 平城ニュータウンスポーツ協会理事長等

(公財)日本体育協会推薦

105 和歌山県 柳　川　 和一郎
やながわ　　　わいちろう S41～現在 和歌山県テニス協会顧問等
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106 和歌山県 小　宮　 　清　
こみや　　　きよし S42～現在 和歌山県体操協会理事長等

107 鳥取県 山　中　　 幸　
やまなか　　　みゆき S63～現在 鳥取ジュニアRG代表

108 鳥取県 善　波　　 周　
ぜんなみ　　　まこと H5～現在 鳥取県セーリング連盟副会長等

109 鳥取県 岩　垣　 　毅　
いわがき　　　たけし S61～現在 鳥取県バドミントン協会理事長等

110 鳥取県 高　橋　 伸　也
たかはし　　　のぶや H8～現在 総合型地域スポーツクラブ「Do.スポーツ」事務局長等

(公財)日本体育協会推薦

111 島根県 清　水　 愿　二
しみず　　　げんじ S35～現在 島根県スキー連盟顧問等

112 島根県 土　江　 和　良
つちえ　　　かずよし S57～現在 島根県ソフトボール協会会長等

113 島根県 川　本　 博　樹
かわもと　　　ひろき H7～現在 レスリング指導者

114 島根県 高　倉　 俊　子
たかくら　　　としこ S51～現在 意東スポーツ少年団指導者

(公財)日本体育協会推薦

115 島根県 城　市　 知　幸
じょういち　　　ともゆき S54～現在 高津野球スポーツ少年団指導者

(公財)日本体育協会推薦

116 岡山県 小　田　 　正　
おだ　　　ただし S51～現在 岡山県アイスホッケー連盟副会長等

117 岡山県 江　口　 明　彦
えぐち　　　あきひこ S49～S56 岡山県水泳連盟常務理事

NPO法人岡山県水泳連盟副会長等S59～現在

118 岡山県 山　﨑　 恵　介
やまさき　　　けいすけ H13～現在 岡山県銃剣道連盟事務局長等

119 広島県 朝　倉　 正　三
あさくら　　　しょうぞう S58～現在 (一財)広島県水泳連盟副会長等

120 広島県 　林　　 喜久子
はやし　　　きくこ S53～現在 広島県スケート連盟理事

121 広島県 山　口　 正　司
やまぐち　　　しょうじ H12～現在 福山市スポーツ少年団本部長

122 広島県 佐々木　 英　夫
ささき　　　ひでお H7～現在 (一財)広島陸上競技協会科学委員会委員長

123 山口県 矢　野　 良　市
やの　　　りょういち H2～現在 岩国市エスキーテニス連盟会長等

124 山口県 大　庭　 達　敏
おおば　　　たつとし S60～現在 山口県ラグビーフットボール協会理事長等

125 山口県 濱　岡　 藤　生
はまおか　　　ふじお H11～現在 山口県ウエイトリフティング協会理事長

126 徳島県 藤　田　　 明　
ふじた　　　あきら S38～S54 社団法人徳島県サッカー協会理事

一般社団法人徳島県サッカー協会会長H16～現在
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127 香川県 伊　藤　 正　信
いとう　　　まさのぶ S62～現在 香川県体操協会名誉会長等

128 香川県 織　田　 一　八
おだ　　　かずや H3～現在 香川陸上競技協会副会長

129 香川県 猪　熊　 カズ子
いぐま　　　かずこ H12～現在 香川県グラウンド・ゴルフ協会副会長

130 愛媛県 田　中　 純　二
たなか　　　じゅんじ S52～現在 愛媛県サッカー協会顧問等

131 高知県 宮　﨑　 泰　助
みやざき　　　たいすけ S58～現在 中村スイミングクラブ指導者

132 高知県 前　田　 　亘　
まえだ　　　もとむ S46～現在 高知県弓道連盟会長等

133 高知県 恒　光　 真　之
つねみつ　　　まさゆき H14～現在 NPO法人こうなんスポーツクラブ会長等

(公財)日本体育協会推薦

134 福岡県 中　村　 敏　治
なかむら　　　としはる H3～現在 久留米市野球連盟理事長

135 福岡県 高　口　 清之輔
こうぐち　　　せいのすけ S49～現在 福岡日曜野球連盟（軟式野球）理事長

136 福岡県 佐　藤　 靖　典
さとう　　　やすのり S53～現在 NPO法人福岡県レクリエーション協会専務理事等

137 福岡県 岡　田　 孝　範
おかだ　　　たかのり H11～現在 (公財)北九州市体育協会理事

138 佐賀県 溝　口　 次　男
みぞぐち　　　つぎお S57～現在 佐賀県ミニバスケットボール連盟名誉会長等

139 佐賀県 築　地　 孝　彦
つきち　　　たかひこ S48～現在 佐賀県バドミントン協会理事長等

140 長崎県 松　永　 裕　一
まつなが　　　ゆういち S62～現在 壱岐体育協会会長等

141 長崎県 岡　﨑　　 寛　
おかざき　　　ひろし S54～現在 長崎陸上競技協会副会長等

142 長崎県 増　田　 正　治
ますだ　　　まさはる H5～現在 「長崎リトルクライマーズ」コーチ等

143 長崎県 平古場　 信　一
ひらこば　　　しんいち S52～現在 少林寺拳法飯盛スポーツ少年団指導者

(公財)日本体育協会推薦

144 長崎県 神　田　 和　征
かんだ　　　かずゆき S56～現在 長崎市スポーツ少年団本部長等

(公財)日本体育協会推薦

145 長崎県 本　多　 　守　
ほんだ　　　まもる H8～現在 長崎ラグビースポーツクラブ代表等

(公財)日本体育協会推薦

146 長崎県 石　橋　 輝　夫
いしばし　　　てるお S44～現在 長崎市レクリエーション協会会長

(公財)日本レクリエーション協会推薦

147 長崎県 片　山　 淳　子
かたやま　　　じゅんこ S54～現在 3B体操指導士等

(公財)日本レクリエーション協会推薦
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148 熊本県 指　山　 武　夫
さしやま　　　たけお H7～H16 教練士会会長

熊本県弓道連盟名誉会長等H16～現在

149 熊本県 小早川　 宗一郎
こばやかわ　　　そういちろう S57～現在 八代市ソフトボール協会会長

150 熊本県 上　野　 祥　子
うえの　　　しょうこ H11～現在 熊本県レクリエーション協会生涯スポーツ部長等

151 熊本県 緒　方　 仁　司
おがた　　　ひとし H19 剣道教士八段取得

(公財)日本体育協会推薦

152 熊本県 横　田　 真佐子
よこた　　　まさこ H4～現在 熊本県レクリエーション協会講師

(公財)日本レクリエーション協会推薦

153 大分県 井　上　 準　治
いのうえ　　　じゅんじ H7～現在 大分市陸上競技協会理事等

154 宮崎県 黒　岩　 正　春
くろいわ　　　まさはる S54～現在 高鍋ラグビースクール校長

155 宮崎県 堀之内　 真　澄
ほりのうち　　　ますみ H7～現在 小林市ハンドボール協会会長

156 鹿児島県 野　村 　　昇　
のむら　　　のぼる H14～現在 鹿児島県弓道連盟副会長

157 鹿児島県 野　崎　 新　七
のさき　　　しんひち S34～現在 伊集院町軟式野球部長

158 鹿児島県 山　崎　 貴美子
やまさき　　　きみこ H11～H19 旧川辺町体育指導委員

南九州市スポーツ推進委員協議会会長H19～現在

159 沖縄県 新　良　 順　一
あら　　　じゅんいち S50～現在 少年スネークスポーツ少年団総監督等

160 沖縄県 名　呉　 盛　光
なご　　　せいこう H元～現在 うるま市体育協会理事等
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