
令和４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 山　下　　宏
やました S57～現在ひろし 北海道テニス協会理事長等

2 北海道 小　川　　魁
おがわ S38～現在いさお 北海道サイクリング協会会長代行等

3 北海道 畠　中　金　雄
はたなか S43～現在かねお 北海道柔道連盟参与等

4 青森県 松　尾　敬　司
まつお H11～現在けいじ 青森市サッカー協会副会長等

5 青森県 木　村　幸　弘
きむら S42～現在ゆきひろ 弘前水泳協会副会長等

6 青森県 金　村　秀　一
かねむら S57～現在しゅういち 青森県カヌー協会理事等

7 青森県 木　村　博　子
きむら H13～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会ひろこ 一般社団法人青森県レクリエーション協会副会長等

8 青森県 小 山 内　  修
おさない S51～現在 公益財団法人日本スポーツ協会おさむ 青森県スポーツ少年団副本部長等

9 青森県 　西　智　子
かさい S59～現在 公益財団法人日本スポーツ協会ともこ 弘前市スポーツ少年団常任委員等

10 岩手県 佐　藤　正　雄　
さとう S55～現在まさお 岩手県相撲連盟会長等

11 岩手県 立　花 多 加 志
たちばな H8～現在たかし 岩手県ソフトボール協会理事長等

12 岩手県 久　慈　　 薫
　くじ H元～現在かほる 岩手県ビリヤード協会事務局長等

13 宮城県 大 久 保　芳　雄
おおくぼ H17～現在よしお 一般社団法人宮城県サッカー協会会長等

14 宮城県 佐 々 木　和　人
ささき H12～現在かずひと 宮城県弓道連盟会長等

15 宮城県 千　葉　貞　男
ちば H10～現在さだお 宮城県ラグビーフットボール協会会長等

16 秋田県 渡　邉　美 和 子
わたなべ H5～現在みわこ 大館市ラジオ体操の会会長等

17 秋田県 松　岡　伸　幸
まつおか H5～現在のぶゆき 秋田県スポーツ少年団指導育成部長等

18 秋田県 中　野　智 香 子
なかの H15～現在 公益財団法人日本スポーツ協会ちかこ よこてスポーツクラブクラブマネジャー等

19 山形県 鈴　木　隆　重
すずき H16～現在たかしげ 上山市スポーツ協会会長等

20 山形県 和　田　　 廣
　わだ S56～現在ひろし 一般社団法人南陽市体育協会会長等

21 福島県 班　目　秀　雄
まだらめ H9～現在ひでお 福島県自転車競技連盟副会長等
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22 福島県 堀 悟
　ほり H23～現在さとる 猪苗代町体育協会会長等

23 福島県 長　沢　伸　一
ながさわ　 H24～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会しんいち 特定非営利活動法人福島県スポーツウエルネス吹矢協会会

長等

24 茨城県 萩　原　　 榮
はぎわら S54～現在さかえ 茨城県柔道連盟会長等

25 茨城県 吉　川　英　司
きっかわ H19～現在えいじ 茨城県ダンススポーツ連盟副会長等

26 茨城県 久　保　正　幸
　くぼ H9～現在まさゆき 茨城県ボウリング連盟副会長等

27 茨城県 大　黒　祥　子
おおくろ H17～現在 公益財団法人日本スポーツ協会さちこ ライフスポーツクラブしんとねクラブマネジャー等

28 栃木県 髙　橋　金　一
たかはし H11～現在きんいち 宇都宮市クレー射撃協会会長等

29 栃木県 増　子　善　英
ましこ H4～現在よしひで 栃木県ターゲット・バードゴルフ協会事務局長等

30 栃木県 大　森　崇　由
おおもり S53～現在 公益財団法人日本スポーツ協会たかよし 特定非営利活動法人たかはら那須スポーツクラブ理事長等

31 群馬県 石　﨑　久　夫
いしざき S47～現在ひさお 関東地区アーチェリー連盟副会長等

32 群馬県 新　里　擁　亮
にいさと S50～現在ようすけ 群馬県ボウリング連盟副会長等

33 群馬県 小　林　佐　弓
こばやし H8～現在さゆみ 群馬県健康スポーツ指導者協議会理事等

34 埼玉県 伊　藤　博　義
いとう S49～現在ひろよし 埼玉県バレーボール協会参与等

35 埼玉県 本　木　 茂
もとき H21～現在しげる 狭山市レクリエーション協会会長等

36 埼玉県 古　賀　敏　子
　こが S53～現在としこ 富士見市スポーツ協会理事長等

37 埼玉県 佐　藤　仁　美
さとう S51～現在ひとみ 埼玉県フォークダンス連盟会長等

38 埼玉県 石　森　昌　治
いしもり S54～現在まさはる 日本水泳連盟競泳委員会委員等

39 埼玉県 棚　澤　絹　江
たなざわ H元～現在 公益財団法人日本スポーツ協会きぬえ 埼玉県スポーツ少年団本部員等

40 埼玉県 宮　澤　達　三
みやざわ S52～現在 公益財団法人日本スポーツ協会たつぞう 埼玉県スポーツ少年団副本部長等

41 千葉県 中　村　 勉
なかむら H3～現在つとむ 日本ソフトボール連盟顧問等

42 千葉県 落　合　貞　夫
おちあい H10～現在さだお 千葉県専門学校野球連盟理事等
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43 千葉県 𠮷　見　知　子
よしみ H7～現在ともこ 千葉県なぎなた連盟理事等

44 千葉県 松　本　新 太 郎
まつもと H23～現在しんたろう 公益財団法人千葉県スポーツ協会理事等

45 千葉県 三　浦　英　喜
みうら S48～現在えいき 館山市ソフトテニス協会会長等

46 東京都 澤　内　 隆
さわうち H元～現在たかし 一般社団法人東京都レクリエーション協会副会長等

47 東京都 尾　﨑　晌
おざき S60～現在しょう 大田区合気道連盟会長等

48 東京都 松　坂　孝　司
まつざか S45～現在こうじ 一般団法財人目黒区剣道連盟理事長等

49 東京都 山　中　宗　二
やまなか S61～現在そうじ 世田谷区健康体操連盟会長等

50 東京都 臼 井　二 美 男
うすい S59～現在ふみお 切断者スポーツクラブ「スタートライン東京」代表等

51 東京都 明　瀬　一　裕
あかせ H5～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会かずひろ 一般社団法人日本オートキャンプ協会会長等

52 東京都 菅　原　智 恵 子
すがわら H11～現在 公益財団法人日本スポーツ協会ちえこ 公益財団法人日本フェンシング協会女子フルーレアシスタント

コーチ等

53 神奈川県 羽　隅　弘　治
はすみ S63～現在こうじ 神奈川県バドミントン協会会長等

54 神奈川県 塩　谷　和　雄
しおや S57～現在かずお 神奈川県ハンドボール協会会長等

55 神奈川県 清　田　一　正
せいた S56～現在かずまさ 神奈川県ソフトボール協会副会長等

56 神奈川県 下　内　義　光
しもうち H元～現在よしみつ 神奈川県体操協会会長等

57 神奈川県 野　﨑　房　江
のざき H5～現在ふさえ 神奈川県なぎなた連盟副理事長等

58 神奈川県 土　屋　 勝
つちや H2～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会まさる 公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者等

59 新潟県 渡　辺　孝　衛
わたなべ S36～現在たかえ 新潟県ライフル射撃協会会長等

60 新潟県 中　山　 宏
なかやま S54～現在ひろむ 新潟県バレーボール協会会長等

61 新潟県 布　川　幸　恵
ぬのかわ H12～現在ゆきえ 新潟県スポーツチャンバラ協会理事等

62 富山県 安　田　美 和 子
やすだ H元～現在みわこ 富山県ビーチボール協会理事長等

63 富山県 広　野　幹　夫
ひろの H3～現在みきお 富山県テニス協会グレードテニス連盟理事長

功労者　3 / 8



令和４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 荻　原　隆　夫
おぎはら S56～現在たかお 一般財団法人富山県バスケットボール協会副会長等

65 石川県 西　田　孝　伸
にしだ S50～現在こうしん 石川県卓球連盟副会長等

66 石川県 水　橋　美 喜 夫
みずはし H2～現在みきお 石川県弓道連盟会長等

67 石川県 島　田　久 仁 子
しまだ S63～現在くにこ 石川県バトン協会理事長等

68 福井県 田　邉　義　郎
たなべ S47～現在よしろう 福井県ボート協会副会長等

69 福井県 瀬　谷　 博
　せや S48～現在ひろし 福井県体操協会副会長等

70 山梨県 松　本　恵　子
まつもと H22～現在けいこ 韮崎市スポーツコミッション企画経営委員会委員等

71 山梨県 保　坂　桂　子
ほさか S55～現在けいこ 昭和町少女バレーボールスポーツ少年団指導者等

72 山梨県 加　瀬 　昇
　かせ S53～現在のぼる 山梨県銃剣道連盟理事長等

73 長野県 中　村　協　和
なかむら S49～現在きょうわ 長野県相撲連盟参与等

74 長野県 小　牧　文　敏
こまき S54～現在ふみとし 長野県ソフトボール協会副会長等

75 長野県 宮　下　地 久 美
みやした S56～現在 公益財団法人日本スポーツ協会ちくみ 松本市スポーツ少年団副本部長等

76 長野県 山　岸　洋　子
やまぎし S60～現在 公益財団法人日本スポーツ協会ようこ 伊那市総合型地域スポーツクラブ統括マネージャー等

77 長野県 清　水　一　人
しみず S62～現在 公益財団法人日本スポーツ協会かずと 長野県スポーツ少年団本部長等

78 岐阜県 田　中　勝　英
たなか S60～現在かつひで 大垣市アーチェリー協会会長等

79 岐阜県 喜 久 生　明　男
きくいけ S63～現在あきお 一般社団法人日本ホッケー協会副会長等

80 静岡県 野　田　昭　一
　のだ H4～現在しょういち 静岡県柔道協会会長等

81 愛知県 久 木 田　一　郎
くきた S52～現在いちろう 小牧市合気道連盟会長等

82 愛知県 服　部　貴　久
はっとり S54～現在よしひさ 尾張旭市テニス連盟会長等

83 愛知県 上　北　靭　也
うえきた S54～現在ゆきや 愛知県剣道連盟理事等

84 愛知県 松　山　清　子
まつやま H10～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会きよこ 犬山市レクリエーション協会会長等
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85 三重県 上　田　佳　士
うえだ S40～現在よしじ 関町体育協会会長等

86 三重県 福　本　紀　昭
ふくもと S48～現在のりあき 三重県ゲートボール連合会常任理事等

87 滋賀県 谷　口　和　市
たにぐち S57～現在かずいち 滋賀県弓道連盟副会長等

88 滋賀県 安　井　光　造
やすい S48～現在みつぞう 滋賀県自転車競技連盟副会長等

89 京都府 　口 重　明
ひぐち S54～現在しげあき 公益財団法人長岡京市スポーツ協会会長等

90 京都府 小　林　義　雄
こばやし S56～現在よしお 宇治市体育振興会連合会副会長等

91 京都府 倉　冨　寅　一
くらとみ H10～現在とらかず 東山区体育振興会連合会副会長等

92 京都府 石　本　茂　男
いしもと H5～2022 公益財団法人日本レクリエーション協会しげお 京都府レクリエーション協会監事等

93 京都府 森　田　美 千 代
もりた S58～現在 公益財団法人日本パラスポーツ協会みちよ 日本パラアーティスティックスイミング協会会長等

94 京都府 結　城　正　典
ゆうき H22～現在 公益財団法人日本スポーツ協会まさのり 長五校区総合型地域スポーツクラブ会長等

95 大阪府 長 谷 部　惠　一
はせべ H15～現在けいいち 大阪市体育厚生協会会長等

96 大阪府 小　寺　新　吉
こてら H6～現在しんきち 大阪府ゴルフ協会会長等

97 大阪府 松　本　富　夫
まつもと H12～現在とみお 大阪府スポーツチャンバラ協会副会長等

98 大阪府 小　林　輝　夫
こばやし H10～現在てるお 大阪府クレー射撃協会会長等

99 大阪府 中　嶋　千　晶
なかじま H12～現在ちあき 公益財団法人大阪府スポーツ協会理事等

100 兵庫県 井　川　弘　光
いかわ S55～現在ひろみつ 兵庫県卓球協会会長等

101 兵庫県 野　村 　實
のむら H19～現在みのる 一般社団法人兵庫県水泳連盟会長等

102 兵庫県 藤　木　崇　博
ふじき H9～現在たかひろ 兵庫県柔道連盟会長等

103 兵庫県 瀧　元　良　一
たきもと S54～現在 公益財団法人日本パラスポーツ協会りょういち 一般社団法人日本パラ水泳連盟事務局長等

104 奈良県 石　居 　武
いしい S58～現在たけし 一般社団法人奈良県軟式野球連盟葛城支部長等

105 奈良県 植　田　紀　子
うえだ H12～現在のりこ 生駒市バレーボール協会会長等
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106 奈良県 小　倉　千 恵 美
おぐら H3～現在ちえみ 川西町体育協会副会長等

107 奈良県 柳　林　和　美
やなぎばやし H13～現在 公益財団法人日本スポーツ協会かずみ NPO法人川西スポーツクラブ指導者等

108 和歌山県 出　耒　可　也
　でき　 H元～現在かなり 和歌山県ライフル射撃協会副会長

109 鳥取県 山　根　俊　一
やまね S58～現在しゅんいち 鳥取県アーチェリー協会理事長等

110 鳥取県 城　市　徳　之
じょういち H3～現在のりゆき 学校法人翔英学園米子北高等学校サッカー部監督等

111 鳥取県 竹　田　新 太 郎
たけだ H14～現在しんたろう 鳥取県ボート協会理事長等

112 鳥取県 児　島　  徹
こじま S48～現在 公益財団法人日本スポーツ協会とおる 就将少女バレースポーツ少年団監督等

113 鳥取県 門　脇　芙 佐 子
かどわき H7～現在 公益財団法人日本スポーツ協会ふさこ 大山町剣道スポーツ少年団指導者等

114 島根県 鳥　居　正　嗣
とりい H3～現在まさし 浜田市陸上競技協会競技部長等

115 島根県 倉　橋　 宣
くらはし H3～現在せん 島根県スキー連盟競技部クロスカントリー選手強化委員等

116 島根県 足　立　隆　博
あだち　 H7～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会たかひろ 公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者等

117 岡山県 神　達　靖　久
かんだつ S59～現在やすひさ 一般財団法人岡山陸上競技協会専務理事等

118 岡山県 松　岡　博　之
まつおか S62～現在ひろゆき 岡山県弓道連盟会長等

119 広島県 大　中　恒　男
おおなか　 H15～現在つねお 広島県スケート連盟会長等

120 広島県 岡　本 　甫
おかもと S51～現在はじめ 広島県バトミントン協会副会長等

121 広島県 灰　原　利　彦
はいばら S56～現在としひこ 広島市小学生体育連盟理事長等

122 広島県 堂　本　ひ さ 美
どうもと H11～現在ひさみ 公益財団法人広島県体育協会事務局長等

123 広島県 関　口　昌　和
せきぐち H12～現在 公益財団法人日本スポーツ協会まさかず 総合型地域スポーツクラブ全国協議会副幹事長等

124 山口県 西　山 　 晉
にしやま S60～現在すすむ 山口県フォークダンス連盟会長等

125 山口県 萱　野　聖　子
かやの S62～現在まさこ 山口県レクリエーション卓球連盟常任理事等

126 山口県 永　井　丹 穂 子
ながい H6～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会にほこ 認定NPO法人日本車椅子レクダンス協会副理事長等
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127 徳島県 笠　井　恒　美
かさい H16～現在つねよし あわスポーツクラブ会長等

128 徳島県 西　谷　肇　一
にしたに S51～現在けいいち 徳島県剣道連盟副会長等

129 徳島県 新 久 保　眞　度
しんくぼ H22～現在 公益財団法人日本スポーツ協会まさのり 徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長等

130 香川県 岡　本　哲　夫
おかもと H6～現在てつお 香川県ソフトボール協会副会長等

131 香川県 佐　野　年　計
　さの H20～現在としかず 公益財団法人香川県スポーツ協会会長等

132 愛媛県 関　谷　勝　嗣
せきや S60～現在かつつぐ 愛媛陸上競技協会会長等

133 愛媛県 今　井　捷　行
いまい H14～現在かつゆき 愛媛県卓球協会会長等

134 愛媛県 松　木　紀　子
まつき　 H12～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会のりこ 特定非営利活動法人愛媛県レクリエーション協会事務局長

等

135 高知県 西　内　達　雄
にしうち H6～現在たつお 高知県弓道連盟会長等

136 高知県 横　江　忠　志
よこえ H元～現在ただし 高知県ソフトテニス連盟会長等

137 福岡県 上　村　  正
うえむら S32～現在ただし 福岡県銃剣道連盟理事長等

138 福岡県 飯　山　正　昭
いいやま S46～現在まさあき 北九州市バレーボール協会理事長等

139 福岡県 重　松　森　雄
しげまつ H9～現在もりお 大野城市総合体育館館長等

140 福岡県 　関　 明　廣
　せき H8～現在あきひろ 公益財団法人大野城市スポーツ協会会長等

141 福岡県 川　島　利　勝
かわしま S58～現在 公益財団法人日本スポーツ協会としかつ 北九州市スポーツ少年団本部長等

142 福岡県 中　谷　純　子
なかたに H5～現在 公益財団法人日本スポーツ協会じゅんこ 春日市スポーツ少年団本部長等

143 長崎県 造　酒　星　市
　みき S59～現在せいいち 一般社団法人長崎県サッカー協会副会長等

144 長崎県 内　野　経　久
うちの H元～現在つねひさ 長崎県カヌー協会理事長等

145 長崎県 丸　石　美 奈 子
まるいし S53～現在みなこ NPO法人長崎県レクリエーション協会理事等

146 熊本県 平　田　逸　夫
ひらた S46～現在いつお 熊本県バレーボール協会副会長等

147 熊本県 江　郷　國　紘
えごう H5～現在くにひろ 熊本県弓道連盟会長等
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148 大分県 佐　藤　重　徳
さとう H元～現在しげのり 大分県空手道連盟会長等

149 大分県 酒　井　清　行
さかい H3～現在きよゆき 千怒サッカースポーツ少年団指導者等

150 大分県 柴　田　和　己
しばた H4～現在 公益財団法人日本スポーツ協会かずみ NPO法人川添なのはなクラブ会長等

151 宮崎県 大　嶋　一　誠
おおしま S42～現在まこと 延岡市陸上競技協会副会長等

152 宮崎県 肥　後　欣　子
　ひご S49～現在きんこ 宮崎県レディースソフトテニス連盟会長等

153 宮崎県 河　野　和　久
かわの H9～現在かずひさ 一般社団法人宮崎県空手道連盟理事長等

154 宮崎県 長　友　恵　子
ながとも H元～現在 公益財団法人日本レクリエーション協会けいこ 九州ブロックインディアカ協会理事等

155 鹿児島県 中　村　良　三
なかむら S50～現在りょうぞう 鹿児島県サッカー協会副会長等

156 鹿児島県 岩　本　松　雄
いわもと S62～現在まつお 鹿児島陸上競技協会理事等

157 鹿児島県 小　吹　昭　江
こぶき S54～現在あきえ 鹿児島市スポーツ少年団指導者協議会理事等

158 沖縄県 新　垣　忠　男
あらかき S53～現在ただお 沖縄県テニス協会会長等
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