
令和２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　崎　重　悦
やまざき S62～現在しげえつ 北海道スケート連盟副会長等

2 北海道 山　城　宏　惟
やましろ H14～現在ひろのぶ 北海道剣道連盟副会長等

3 北海道 小　林　　茂
こばやし　 H20～現在しげる 北海道体操連盟副会長等

4 北海道 武　内　みのり
たけうち H21～現在みのり 長沼町バドミントン協会会長等

5 北海道 島　崎　鶴　松
しまざき H12～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦つ る ま つ 一般社団法人総合型地域スポーツクラブとまこまい・あそび塾

理事等

6 青森県 相　馬　　努
そ う ま S38～現在つとむ むつ市ソフトテニス協会会長等

7 青森県 豊　澤　紀　昭
とよさわ H11～現在のりあき 弘前市陸上競技協会理事長等

8 青森県 棟　方　久美子
むなかた S59～現在く み こ 青森県弓道連盟強化委員等

9 岩手県 西　田　範　次
にしだ S62～現在のりつぐ 日本ホッケー協会常務理事等

10 岩手県 菊　池　栄　光
きくち S44～現在はるみつ 岩手県ソフトテニス連盟会長等

11 岩手県 藤　原　眞希子
ふじわら H13～現在まきこ 岩手県民踊指導者連盟会長等

12 岩手県 司　東　道　雄
し と う H3～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦みちお 特定非営利活動法人フォルダ理事長等

13 宮城県 新　沼　喜久子
にいぬま S60～現在き く こ 宮城県ママさんバレーボール連盟会長等

14 秋田県 藤　谷　弘　志
ふじや S55～現在ひ ろ し 秋田県スポーツ少年団常任委員等

15 秋田県 髙　橋　幸　雄
たかはし S46～現在ゆ き お 秋田県レクリエーション協会常任理事等

16 山形県 船　越　光　雄
ふなこし H5～現在みつお 山形県合気道連盟会長等

17 山形県 齋　藤　　隆
さいとう S51～現在たかし 山形県ウエイトリフティング協会会長等

18 山形県 岡　崎　郁　子
おかざき S52～現在い く こ 山形県水泳連盟評議員等

19 山形県 上　野　義　弘
う え の S57～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦よしひろ 山形県スポーツ少年団代議員等

20 山形県 柴　崎　美　枝
しばさき　 H5～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦み え 山形県スポーツ少年団本部員等

21 福島県 木　村　　弘
き む ら S45～現在ひ ろ し 福島県ソフトボール協会副会長等

功労者　1 / 8



令和２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

22 茨城県 下　妻　利　之
しもづま H11～現在としゆき 茨城県ソフトテニス連盟会長等

23 茨城県 木　村　　実
きむら H17～現在みのる 茨城県山岳連盟副理事長等

24 茨城県 山　﨑　常　枝
やまざき H8～現在ひさえ 茨城県グラウンド・ゴルフ協会会長等

25 栃木県 鎌　倉　三　郎
かまくら S63～現在さぶろう 宇都宮サッカー協会名誉会長等

26 栃木県 稲　富　照　子
いなとみ H14～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦てるこ 鹿沼市スポーツ少年団副本部長等

27 群馬県 大　塚　慶　甫
おおつか S44～現在けいほ 群馬県カヌー協会会長等

28 群馬県 　峰　　哲　彦
　みね S41～現在てつひこ 群馬県ソフトテニス連盟副会長等

29 群馬県 松　本　昭　子
まつもと　 S57～現在てるこ 館林市太極拳協会会長等

30 埼玉県 帆　足　光　代
ほ あ し S55～現在みつよ 埼玉県なぎなた連盟会長等

31 埼玉県 天　野　　勤
あ ま の H2～現在つとむ 埼玉県レクリエーションダンス連盟会長等

32 埼玉県 根　岸　一　雄
ね ぎ し S55～現在かずお 埼玉県剣道連盟副会長等

33 埼玉県 吉　形　道　彦
よしかた S52～現在みちひこ 深谷市空手道連盟理事長等

34 埼玉県 山　下　晴　巳
やました H1～現在はるみ 埼玉県障害者ソフトボール協会会長等

35 埼玉県 齋　木　は　な
さいき H4～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦はな 上里町レクリエーション協会会長等

36 千葉県 本　城　一　隆
ほんじょう H12～現在かずたか 公益財団法人千葉県スポーツ協会理事等

37 千葉県 竹　田　　徹
たけだ S54～現在とおる 習志野市剣道連盟会長等

38 千葉県 綿　谷　正　夫
わたや S44～現在まさお 一般社団法人柏市スポーツ協会副会長等

39 千葉県 泉　水　　正
せんすい H9～現在ただし 市原市スポーツ少年団本部長等

40 東京都 芳　賀　文　治
は が S43～現在ぶんじ 特定非営利活動法人東大和市体育協会会長等

41 東京都 河　井　惠　美
かわい S51～現在え み 三鷹市ベッセルスポーツクラブ会長等

42 東京都 北　村　治　夫
きたむら S44～現在はるお 文京区体育協会副会長等
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43 東京都 榎　本　正　一
えのもと　 S45～現在しょういち 一般社団法人東京都テニス協会副会長等

44 東京都 市　村　忠　司
いちむら S47～現在ただし 府中市サッカー連盟会長等

45 東京都 矢　内　信　夫
やない S50～現在のぶお 東京身体障害者卓球連盟会長等

46 東京都 桑　田　健　秀
くわた H15～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦きよひで 特定非営利活動法人地域総合スポーツ倶楽部ピボットフット

理事長等

47 東京都 武　田　幸　子
たけだ H12～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦さちこ 東京中国武術協会東京長拳指導員等

48 東京都 黒　羽　　昭
くろは S52～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦あきら 一般社団法人東京都レクリエーション協会専務理事等

49 東京都 萩　尾　純　子
はぎお H8～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦じゅんこ 公益社団法人日本ダーツ協会代表理事等

50 神奈川県 吉　田　秀　志
よしだ H7～現在ひでし 一般財団法人神奈川陸上競技協会専務理事等

51 神奈川県 片　　　忠　夫
かた　 S61～現在た だ お 公益財団法人神奈川県スキー連盟会長等

52 神奈川県 丹　治　　明
た ん じ S59～現在あきら 神奈川県ラグビーフットボール協会会長等

53 神奈川県 志　井　憲　一
し い H8～現在けんいち 神奈川県銃剣道連盟副会長等

54 神奈川県 加　藤　沙彌子
かとう H16～現在さやこ 特定非営利活動法人神奈川県レクリエーション協会参与等

55 神奈川県 宮　田　佳　世
みやた H19～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦かよ 悠友館柔道教室指導者等

56 新潟県 平　井　俊　雄
ひらい S42～現在としお 公益財団法人新潟県スキー連盟常務理事等

57 新潟県 新発田　貞　夫
し ば た S54～現在さだお 一般社団法人新潟県野球連盟理事長等

58 新潟県 野　田　文　江
の だ H1～現在ふみえ Will Speed Niigata（障害者水泳クラブ）顧問・コーチ等

59 富山県 二　塚　　淳
ふたづか S63～現在じゅん 富山県サイクリング協会理事長等

60 富山県 犬　島　宗　男
いぬじま S62～現在むねお 富山県ボウリング連盟理事長等

61 富山県 藤　村　道　博
ふじむら S59～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦みちひろ 富山県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長等

62 富山県 段　　幸　子
だん S52～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦さ ち こ 特定非営利活動法人富山県レクリエーション協会副理事長

等

63 石川県 髙　田　成　美
たかだ S57～現在しげみ 石川県なぎなた連盟理事長等
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64 石川県 南　　喜久夫
みなみ S47～現在きくお 中能登町体操協会会長等

65 石川県 金　浦　修　郎
かなうら S44～現在しゅうろう 金沢市スポーツ協会理事長等

66 福井県 前　田　三　男
まえだ H5～現在みつお 福井県弓道連盟会長等

67 福井県 佐 々 木　裕　一
ささき S56～現在ゆういち 福井県フェンシング協会副会長等

68 山梨県 植　松　克　之
うえまつ H10～現在かつゆき 公益財団法人日本卓球協会副会長等

69 山梨県 田　中　敬　一
たなか S42～現在けいいち 笛吹市スポーツ少年団本部長等

70 山梨県 三　枝　利　仁
さいぐさ H17～現在としひと 山梨県グランドソフトボール指導者等

71 山梨県 高　井　　薫
たかい H3～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦かおる 山梨県レクリエーション協会副会長等

72 長野県 浦　野　義　忠
うらの S60～現在よしただ 一般財団法人長野陸上競技協会会長代行等

73 長野県 横　山　元　佳
よこやま　 S54～現在もとよし 長野県相撲連盟理事長等

74 長野県 丸　茂　伊　一
まるも S11～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦いいち 長野県スケート連盟会員等（第１３回日本スポーツグランプリ

受賞者）

75 長野県 古　賀　　弘
こ　が S36～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦ひろし 長野県ウエイトリフティング協会元副会長等（第６回日本ス

ポーツグランプリ受賞者）

76 長野県 町　　季 与 子
まち H9～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦き よ こ 東信レクリエーション協会会長等

77 岐阜県 岩　井　　豊太郎
いわい H14～現在とよたろう 岐阜県ソフトボール協会会長

78 岐阜県 民　谷　　千寿子
たみや H元～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦ち ず こ 特定非営利活動法人たかとみスポーツクラブ理事長等

79 静岡県 和　田　隆　保
わ　だ S62～現在たかやす 一般財団法人静岡陸上競技協会会長等

80 愛知県 今　井　啓　之
い ま い H元～現在ひろゆき 春日井市レクリエーション指導者クラブ会長等

81 愛知県 森　長　研　治
も り な が H2～現在けんじ 愛知県障害者スポーツ指導者協議会会長等

82 愛知県 加　藤　 常　文
か と う H7～現在つねふみ 名古屋市体育協会会長等

83 三重県 岡　田　一　義
おかだ S48～現在かずよし 三重県剣道連盟会長等

84 三重県 西　村　憲　一
にしむら S63～現在けんいち 桑名市体育協会顧問等
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85 三重県 中　村　　愛
なかむら S56～現在あい 三重県ママさんバレーボール連盟会長等

86 三重県 船　岡　庄　一
ふなおか S60～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦しょういち 三重県スポーツ少年団副本部長等

87 滋賀県 加　納　　隆
か の う S48～現在たかし 近江八幡市スポーツ協会会長等

88 滋賀県 小　林　久　眞
こ ば や し S59～現在ひさよし 滋賀県銃剣道連盟会長等

89 滋賀県 大　原　克　彦
おおはら S63～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦かつひこ 総合型地域スポーツクラブ全国協議会常任幹事等

90 京都府 櫻　井　俊　則
さくらい S46～現在としのり 京都軟式野球連盟亀岡支部長等

91 京都府 飛　田　政　司
とびた S49～現在まさし 京都マスターズ陸上競技連盟会長等

92 京都府 竹　谷　良　一
たけたに S51～現在よしかず 山科区体育振興会連合会会長等

93 京都府 滝　下　香代子
たきした H2～現在か よ こ 綾部市スポーツ推進委員連絡協議会会長等

94 大阪府 竹　内　隆　義　
たけうち S59～現在たかよし 大阪市体育厚生協会会長等

95 大阪府 山　中　　修
やまなか S54～現在おさむ 大阪府アーチェリー連盟副理事長兼競技部長等

96 大阪府 西　尾　　武
にしお H4～現在たけし 大阪府少林寺拳法連盟理事長等

97 大阪府 三　宅　祐　司
みやけ H4～現在ゆうじ 大阪府バドミントン協会会長等

98 大阪府 牧　野　文　惠
まきの H12～現在ふみえ 公益財団法人大阪府レクリエーション協会　公認講師等

99 大阪府 木　下　ち づ 代
きのした S45～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦ちづよ 公益財団法人大阪府レクリエーション協会公認講師等

100 大阪府 大　島　　寛
おおしま　 S59～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦ひろし 日本フライングディスク協会理事等

101 兵庫県 増　田　和　茂
ますだ S51～現在かずしげ ひょうご障害者スポーツ指導者協議会会長等

102 兵庫県 山　崎　元　和
やまさき S50～現在もとかず 兵庫県スポーツ指導者協議会会長等

103 兵庫県 山　田　　誠
やまだ H2～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦まこと 特定非営利活動法人ローンボウズ日本会長等

104 奈良県 城　山　圭　司
しろやま S62～現在けいじ 生駒市テニス協会会長等

105 奈良県 奥　西　憩　子
おくにし S59～現在けいこ 奈良市太極拳協会理事長等
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106 奈良県 砥　出　武　司
といで H16～現在たけし 特定非営利活動法人香久山総合型スポーツクラブ理事長

等

107 奈良県 中　尾　節　子
なかお S54～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦せつこ 奈良県スポーツ少年団本部委員等

108 奈良県 上　村　　武
うえむら S46～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦たけし 奈良県スポーツ少年団指導者協議会副会長等

109 和歌山県 西　田　一　善
にしだ H19～現在かずよし 和歌山県ボウリング連盟会長

110 鳥取県 手　石　正一郎
ていし S58～現在しょういちろう 鳥取陸上競技協会強化部長等

111 鳥取県 瀬　尾　憲　次
せ　お H20～現在のりつぐ 鳥取県銃剣道連盟理事長等

112 鳥取県 　港　　浩　二
みなと H17～現在こ う じ 鳥取県ライフル射撃協会理事等

113 島根県 佐　藤　幸　一
さとう S56～現在こういち 財団法人島根県水泳連盟島根スイミングスクール ヘッドコー

チ等

114 島根県 梶　谷　清　美
かじたに H9～現在きよみ 島根県レクリエーション協会事務局長等

115 岡山県 藤　原　　潔
　ふじはら S49～現在きよし 岡山県ボート協会会長等

116 岡山県 河　田　純　雄
かわだ S53～現在すみお 岡山市スポーツ少年団本部長等

117 広島県 松　尾　厚　弘
まつお S48～現在あつひろ 一般財団法人広島県剣道連盟理事等

118 広島県 木　原　晴　彦
きはら S59～現在はるひこ 公益財団法人日本ソフトテニス連盟理事等

119 広島県 山　田　雅　昭
やまだ S50～現在まさあき 一般社団法人広島県山岳・スポーツクライミング連盟理事長

等

120 山口県 　南　　秀　夫
みなみ S54～現在ひでお 山口県銃剣道連盟副会長等

121 山口県 前　田　明　教
ま え だ S54～現在あきのり 山口県アーチェリー協会副理事長等

122 山口県 清　松　みず枝
きよまつ S57～現在みずえ 山口県インディアカ協会理事兼事務局長等

123 山口県 境　　憲  一
　さかい H13～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦けんいち NPO法人コミュニティスポーツクラブくすのき会長等

124 徳島県 川　人　芳　正
かわひと S50～現在よしまさ 徳島県柔道連盟会長等

125 徳島県 井　澤　仁　美
いさわ H16～現在ひとみ 阿南市那賀川町総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブ　

クラブマネジャー等

126 香川県 川　畑　省　三
かわばた H2～現在しょうぞう 香川県ゲートボール連盟会長等
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127 香川県 久　保　　隆
く　ぼ H1～現在たかし 香川県スキー連盟副会長等

128 香川県 川　口　洋　子
かわぐち H17～現在ようこ 香川県体操協会会長等

129 愛媛県 西　田　昭　二
にしだ S55～現在しょうじ 愛媛県セーリング連盟会長等

130 愛媛県 松　廣　義　忠
まつひろ H15～現在よしただ 愛媛県相撲連盟理事長等

131 愛媛県 三　好　賢　一
みよし S60～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦けんいち 大洲市スポーツ少年団本部長等

132 愛媛県 田　中　雅　人
たなか S60～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦まさと 愛媛県スポーツ少年団副本部長等

133 高知県 古　味　正　夫
こ　み S59～現在まさお 秦スポ―ツ少年団卓球部監督等

134 高知県 東　村　文　子
ひがしむら S63～現在ふみこ 一宮体育会理事長等

135 高知県 小　林　順　一
こばやし　 S50～現在 （公財）日本障がい者スポーツ協会じゅんいち 日本障がい者スポーツ指導者協議会運営委員会委員長等

136 福岡県 塚　本　律　子
つかもと S42～現在りつこ 久留米市ママさんバレーボール連盟会長等

137 福岡県 平　　泰　勇
たいら S53～現在やすお 宗像市スポーツ協会軟式野球連盟理事長等

138 福岡県 不　老　安　正
ふろう H12～現在やすまさ 一般社団法人日本クレー射撃協会副会長等

139 福岡県 池　田　智　彦
いけだ S56～現在ともひこ 北九州市スキー協会会長等

140 福岡県 川　村　浩　之
かわむら S58～現在ひろゆき 福岡市ハンドボール協会理事長等

141 福岡県 山　口　幸　彦
やまぐち S56～現在 （公財）日本障がい者スポーツ協会さちひこ 日本障がい者スポーツ指導者協議会運営委員会委員長等

142 佐賀県 中　村　　勇
なかむら S51～現在いさむ 佐賀県サッカー協会会長等

143 佐賀県 土　井　志　穂
ど　い H10～現在しほ 佐賀県障がい者スポーツ指導者協議会会長等

144 佐賀県 築　地　明　美
つ き ち S61～現在あけみ 佐賀県なぎなた連盟副会長等

145 佐賀県 寺　﨑　留 美 子
てらさき H14～現在 （公財）日本スポーツ協会推薦るみこ 佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会副会長等

146 長崎県 平　山　一　則
ひらやま H5～現在かずのり 長崎県ハンドボール協会会長等

147 長崎県 山　口　謙　治
やまぐち H7～現在けんじ 長崎県銃剣道連盟副会長等
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148 長崎県 妹　山　智　治
せやま H10～現在ともはる 佐世保市スポーツ少年団指導者協議会理事等

149 熊本県 工　藤　勇　参
くどう S48～現在たけちか 熊本県バドミントン協会副会長等

150 熊本県 田　川　俊　子
たがわ S39～現在としこ 熊本県ハンドボール協会副会長等

151 熊本県 藤　井　英　昭
ふじい　 S42～現在ひであき 国体競技力向上事業強化副委員長等

152 熊本県 阿　部　久 美 子
あべ H2～現在 （公財）日本レクリエーション協会推薦くみこ 熊本県レクリエーション協会理事長等

153 大分県 中津留　　弘
なかつる S47～現在ひろし 津久見市剣道連盟会長等

154 大分県 後　藤　國　太
ごとう S58～現在くにた 竹田市ソフトテニス連盟会長等

155 大分県 石　﨑　幸　代
いしざき S55～現在さちよ 大分県レクリエーション協会事務局長等

156 宮崎県 野　中　　功
のなか S51～現在いさお 都城地区ソフトボール協会副会長等

157 宮崎県 鈴　木　澄　夫
すずき H1～現在すみお 宮崎陸上競技協会競技部長等

158 宮崎県 内　村　仁　子
うちむら H12～現在よしこ 宮崎県レクリエーション協会理事長兼事務局長等

159 鹿児島県 祐　下　　直
すけした S47～現在すなお 串木野市剣道連盟理事等

160 鹿児島県 松　永　郁　男
まつなが S57～現在いくお 鹿児島県柔道会副会長等

161 鹿児島県 伊　藤　勝次郎
いとう S62～現在かつじろう 徳之島町スポーツ推進委員会長等

162 沖縄県 柳　元　由喜子
やなぎもと S43～現在ゆきこ 日本女子テニス連盟沖縄支部支部長等

163 沖縄県 大　城　清　司
おおしろ S43～現在きよし 沖縄県テニス協会普及・強化委員長等

164 沖縄県 大　城　朝　徳
おおしろ H15～現在あさのり 特定非営利活動法人那覇市体育協会副会長等
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