
公益財団法人千葉県体育協会　功労章受賞者

昭和36 渡辺　秀雄 朝比奈正行 白井長五郎
38 木内　　清
39 鶴岡　正幸 昭和 39 地方 渡辺　貞吉 林　　初男 木内　　清
40 西村　璞二 40 地方 中台　久男 島田　政次 佐口　道治

香取正五郎
41 島田　良吉 41 地方 大沢　貞夫 小林　　勇 渡辺藤三郎

是澤　正巳 中村健太郎
42 林　　藤男
43 松戸　節三 43 地方 黒羽　義治 内山　左内
44 山田晴之助
45 小宮山　寛
46 永井　貞夫 46 地方 斉藤　良二
47 品村　晃祥 47 地方 白石　　治
48 中川　　清 48 地方 小沢　健二 佐藤　武男
49 林　　　昭 49 地方 近藤　文平 駒内　　哲
50 香取　長治 50 地方 志田　由松 伊藤　裕三
51 高木　悦也 51 地方 高木　仁三
52 野村　　和 52 地方 町山　晃司 重田　吉彦 佐川　幸男

篠原　邦夫 島崎　義久 宮内　良平
53 大塚　吉男 53 地方 川原　　寛 山本　達雄 歌川　敏二

白井長五郎
54 越川　泰男 54 地方 篠塚　正治
55 鳥海　　勲 55 地方 関　　亮三
56 押田　和夫 56 地方 鈴木　　勲 小川　孝規 島村　和男
57 羽計　致昭 57 地方 加瀬　義雄 鎌形　善治 岩井　　要
58 58 地方 平野　重夫 石田　年夫 斉藤　　昱
59 藤原　生通 59 地方 稲坂　秀雄
60 宇井荘太郎 60 地方 福原　　敏 佐藤　亘弘
61 曽根　一幸 61 地方 富川　誉吉 飯島　恵喜 寺内　　実

岡田　利一
62 下地　隆司
63 山倉　清孝 63 地方 長谷川徳男 根本　鉄雄

平成元 金内　幸雄 平成元地方 坂斉　孝次 笹生　芳郎
2 高橋　幸雄 2 地方 大島　良造
3 水口　省司 3 地方 小林　秀夫 鳥居　　隆
4 深田　隆明 4 地方 市角　照男 川崎　　仁 榎本　正義
5 瀧田　詔生 5 地方 高梨　泰一 笹原　和豊 清水　利男

平成 6 小出　義雄 6 地方 佐久間守郎
7 津嶋　捷志 7 地方 鵜沢　　勇 松本　靖彦 手塚　好郎
8 菅谷　正男 8 地方 石川　　昭
9 中田　勝偉 9 地方 金島　輝壽

10 長谷川良介 10 地方 山口　文明 内山　　和
11 松本　昭夫
12 岩本　一雄 12 地方 宇野　豊一
13 菅　　勇栄
14 髙木　義雄 14 地方 岩城　忠隆
15 寺田惣一郎
16 飯島　和樹
17 立澤　　勇
18 高木　直正
19 清水　　進
20 中村　要一
21 中村　吉光
22 西脇　　修
23 岡野　　寛
24 木内　俊秀
25 渡辺　俊明



平成26 小松崎光一
27 市東　和代
28 稲葉　正充
29 鈴木小枝子
30 舟橋　昭太

令和元 高津　乙郎

千 葉 陸 上 競 技 協 会　 功 労 章 贈 与 者

昭和42 鈴木　　績 5 清水　利男 斉藤　洋二 椎名　一夫

43 渡辺　秀雄 五代　　実 6 佐久間守郎 松本　靖彦 中村　要一

44 是澤　正巳 渡辺　佐一 7 長谷川徳男 松本　昭夫 青木　和子

45 木内　　清 角田　二郎 佐口　道治 8 高木　直正 永嶌　　出 伊藤　富彌

46 松戸　節三 朝比奈正行 羽計　致昭 9 立澤　　勇 吉元　　厚 手塚　好郎

47 白井長五郎 小宮山　寛 島田　政次 10 鈴木　栄治 菅　　勇栄 岩本　一雄

48 鶴岡　正行 島田　良吉 小出　義雄 11 関本　克己 石田　年夫 沼倉　　久

49 永井　貞夫 中川　　清 小川　宣昭 12 木内　敏夫 内山　英夫 松本　　貢

50 内山　左内 品村　晃祥 越川　泰男 13 金丸　哲志 佐藤　恒弘 吉原　　廣

51 高木　悦也 林　　　昭 山倉　清孝 14 早乙女孝夫 岡野　　寛 伊藤　節子

52 谷　　民蔵 大塚　吉男 藤原　生通 15 清水　　進 稲葉　正充 加瀬　健司

53 柴田　重郎 奈良　勝充 渡辺　　修 16 金島　輝寿 冨澤　　節 寺嶋　儀明

54 高木　仁三 山田晴之助 上野　孝夫 17 西脇　　修 鈴木小枝子 城井　浩行

55 石野八百治 富川　誉吉 小島　弥吉 18 笹原　和豊 市東　和代 中村　吉光

56 重田　吉彦 山本　達雄 島村　和男 19 市川　　勉 小松崎光一 保田　　透

57 野村　　和 鳥海　　勲 平山　勝司 20 松本　信雄 安藤　祥夫 岡田　康隆

58 香取　長治 斉藤　良二 曽根　一幸 21 木内　俊秀 今井　淳史 柳田　　勲

59 寺内　　実 宇井荘太郎 金内　幸雄 22 渡辺　俊明 根本　鉄雄 中村　督民

60 駒内　　哲 下地　隆司 津嶋　捷志 23 片方　康雄 岩脇　充司 香取　憲吾

61 宮内　良平 町山　晃司 苅込　貞男 24 郡司昭喜男 門目　　誠 鎌田　悦成

62 高橋　幸雄 水口　省司 大島　良造 25 末永　國敏 舟橋　昭太 髙木　　厚

63 鶴岡　宣彦 深田　隆明 瀧田　詔生 26 稲田　久武 石川　和宏 森川　　優

平成元 石毛　俊夫 宇野　豊一 長谷川良介 27 吉田　辰栄 藤井　宗隆 高山　　直

2 伊藤　裕三 中田　勝偉 髙木　義雄 28 古館　宣夫 畠中　京子 森田　　仁

3 狩野　光徳 千葉　甲陽 渡辺　昭則 29 伊東　謙二 中薹　友明 森　　　充

4 川崎　　仁 越川　　正 坂斉　孝次 30 伊藤　信夫 伊藤　勝雄 塩谷常三郎

菅谷　正男 令和元 村山　幸裕 長谷川弘之 山村　　剛

公益財団法人千葉県体育協会　功労章受賞者

千 葉 陸 上 競 技 協 会　 勲 功 章 贈 与 者

昭和41 沢木　啓祐 関谷　　守 磯貝　博子

42 山崎　国昭 並木　孝也 鵜沢　　勇 河西　義哲 坂本　喜良

43 石沢　隆夫 磯貝　彰一

44 岩本　一雄 堀井　良一

45 小山　隆治 清水　　進 根本しげ子 神山　心一 伊藤　　裕

46 渡辺　暁美 高橋　幸男 内田　幸二 高岡　正幸

47 宮下　敏夫 竹田タエ子 居福　信行 伊部奈美恵

48 吉田　辰栄 浜野　敏英 越川　一紀 吉田　晃一 小山　裕三 今関　豊一 福寿　啓人

海老原和枝 小溝　千鶴 椎名　洋子

49 白旗　武章 藪中　安範 伊藤　道夫

50 佐久間和彦 野崎　京子 後藤由紀子 木村　ケイ 藤森　良文 久力　逸郎 渡辺　忠男

51 木村ミゲオ 山里　　謙

52 高木　直正 河田　淳一 山本　義則



千 葉 陸 上 競 技 協 会　 勲 功 章 贈 与 者

昭和53 勝見　雅宏 大竹　泰子 高橋　　徹

54 鈴木　孝三 渡辺　　毅 小林　敬和 高橋　恵子

55 藤崎　　明 臼井　淳一

56 増田　明美 植田　恭史 朝賀　秀志 河合　美香 松本　輝美 飯田　朋子 岩佐　吉章

千葉　拓朗 山村　　剛 間宮　弘雄 高栖　吉光 樋口　葉子 荒木　克文 芦崎　大和

菅野　　功 千葉　奉文 北村伊津美

57 石原　克美 小安　良幸 淡路満喜子 井筒　柴乃 大塚　正人 倉谷　好美 田村あや子

高橋　英年 山内　健造 石津　貴史 飯泉　正明

58 中川　賢一 染谷　早苗 神沢　重行 氏野　修次 倉橋　尚己 菅　　一久 仲村　　明

59 丸　　準一 小島かえで 板倉　智里 小島　和恵 鈴木　弘光 森下　太志 大胡　満慎

大島　康弘 寺越さおり 池部真奈美

60 三枝　秀樹 柳　　倫明 湯下　正博 嶋田　浩子 野口　純子 岡野　雄司 金川　亨二

浅沼　　浩 高橋　貴浩 武松　忠行 佐藤　涼子 五十嵐憲文

61 渋谷　俊治 高嶋　秀一 塩田　　徹 山下　訓史 香取　洋美 香取　里子 中江　理乃

小川　智明 宮沢　智裕 大槻　英俊 宮田　　大 神山　幸雄 鈴木　博美 河野　　匡

62 石井　仁子 橋岡　利行 小川　範彦 加藤　理恵 阿部ひろみ 小林　　愛

63 奥山　光広 岩井　　都 松田　克彦 高梨　誉也 小泉　克乃 小菅真由美 宮沢のりこ

木川のり子 堀越　　司 杉村　奈美 川相　哲昭 山田　功雄 島田　慎吾 小野寺敏之

大谷ほづみ 大塚由美子 高杉　裕子 清岡　三幸 川嶋　晶子

平成元 久保　秀樹 岡田　　潤 倉部　明子 杉浦　聖美 簡　　優好 海鋒　佳輝 伊藤　　敦

飯田　修一 横尾　紀秀 小松崎昭久 原　ゆみ子 岩佐　　毅 高梨　聖也 浜崎美知子

2 石山　　久 清水　信司 岡田　　裕 長尾　明男 服部　康隆 今村　文男 中村　哲也

相澤　真一 田村　紀子 熊谷ゆう紀 小沼　真里 染谷　康子 渡辺　康幸

3 小沢　善浩 下　　　仁 室伏　広治 宮野　祥江 新田　幸一 有馬　義裕 土屋　和也

小林　俊一 花岡　麻帆 中神　康宏 大平　裕樹 石川　正輝 熊谷　直人 藤島　浩二

山田　和人 平岩　時雄 駒沢　之也

4 近野　義人 岩崎　利彦 金子　宗弘 和田　　智 町野　　聡 鬼頭　朋美 飯田　祐子

臼井　智子 鈴木　涼子 栁井　知子 高橋　幸枝 石橋供未子 藍川　宏美 鐘ヶ江　忍

安田　　剛 秋山　大輔 中山　　聡 星野　晃志 加藤　文昭 湯浅　照江 海老原　亘

中人　幸子 木内　聡子 横塚佐知子 三田有貴子 蛯江千亜紀

5 秦　　由華 宮崎　安澄 田中　久子 廣瀬　洋一 照沼　慎也 打越　忠夫 土井　宏昭

橋本　美紀 海老根恵太 升星　大樹 米山　　潤

　　 6 志水見千子 大島　聖子 市河麻由美 田辺　雅美 井上　将憲 秋葉　　学 板宮　祐介

金子　　健 木村　和紀 小島　茂之 上田　啓司 川上小百合 遠藤　夕子 金　　尚龍

山谷　征爾 平石　顕治 高橋　尚孝 石井　雄二 新井　則康 今井　秀和 多賀田博之

五十嵐美紀

7 清水　由香 松本　盛爾 千葉　信彦 大谷　　直 清川　　隆

8 山本波瑠子 吉田　文代 有森　裕子 田野中　輔 吉澤　　賢 東　　克知 佐藤　秀文

香月　伸洋 山田　桂子 小野　祐子 野村　恭子 小苗　久信 宮崎　千聖 駒澤　雄大

鈴木サヤカ 東　富士男 石川　　悠 阿部　悟志 橋本　昭彦 中山　　聡 小島　茂之

9 渡辺　紘太 鈴木　将弘 渡邊　航平 山田　晋吾 五木田佑美 澤野　大地 中嶋　博之

兵藤　　愛 河合　恵太

10 高橋　尚子 初見　秀則 齋藤　建司 猿山　力也 斉藤　敬吾 山田　晋吾 大野　一也

大堀　保幸 宮崎　絵里 櫻井　健一 高野　香織 日色さおり 井上　　悠 庄司　由徳

Phillimon Hanneck 萩野　勝也



　　27 草野　誓也 荒井　七海 橋本　考興 染谷　　翔 大坂　智哉 山本　令央 橋本　梨沙

28 潰滝　大記 高橋　英輝 木村　友香 本間　諒太 高橋　竜輝 青栁　柾希 畦地　将史

奏野　南美 村上　夏美 青沼　德大

29 森　智香子 山口　智弘 村瀬　大輔 天岳　直樹 加地　勇樹 秀島　　来 藤原　寛人

ハッサン・ナワール 白土　茶実 南　　日向 野島　健太 野島　悠太 山本　　樹 齋藤　英介

加藤　優門 新里　海輝

30 梅谷　健太 山本　竜大 石橋　和也 加世田梨花 瀬尾　英明 川上　聡太 吉川　　崚

海鋒　泰輝 丸山　裕己 景山　咲穂 小林　歩未 岩佐茉結子 渡辺千奈津 白土　莉紅

森澤　優佳 佐藤　葵唯

千葉陸上競技協会　特別賞　贈与者

平成18年　佐藤　恒弘　　　　平成28年　塩谷常三郎

平成11 高橋　謙介 三代　直樹 相川　聖也 吉田奈津紀 宮内　章行 藤田　敦史 菅野　優太

滑方　秀生 高崎　　悠 佐藤　峻一 篠塚　智宏

12 那須川瑞穂 政綱　孝之 小出　暁子 寺田　克也 藤沢　潔香 宮本　顕央 椎名　隆範

上林　浩之 奥沢　　良 斉藤　　卓 江口　直裕 菅谷　隆司 伊藤　辰哉 吉野　達郎

柴田　浩后

13 高橋　健一 サイラス・ギチェビ・ジュイ 森　　拓朗 河内麻里子 高山　未央 遠藤　絵美

稲富　一成 三好　陽久 糸川　航太 川野　綾子 岡部　奈緒 宮本　顕央 野口　　葵

笹野　浩志 ジョセファト・ムチリ・ダビリ 土江　寛裕 千葉　佳裕 高橋　邦彦 鈴木　秀明

宮内　佑司 石引　雅人

15 吉野　達郎 山村　貴彦 千葉　真子 橋本　康子 鈴木　哲平 阿久津陽介 宮田　克大

菅原　順平 山本　真也 笛木　靖宏

16 佐藤　光浩 山田　速香 内野　彩子 岩本　靖代 伊藤　　淳 深尾　真澄 坂田　雅志

林　　康平 河野　千波 大宮　大和 嶋田　繁樹 鈴木　智絵

17 大前　祐介 石野　真美 金子美由紀 鈴木　鶴代 久保田裕是 越川　秀宣 米津　　毎

菊池　辰徳 山野　智也 久保木裕也 谷本　　瞳 鈴木　美紀 高橋　雅彦 三浦　　優

深津　伸輔 小川　健太 根来　直弥 若林　哲也 三宅　史紘 田代　涼介

18 澤田　治樹 小野　裕次 松尾　修平 森　　　駿 本多　　綾 嵐川　愛斗 戸邉　直人

田子　大輔 渡辺　多恵

19 鈴木　雄介 大竹　洋平 住石　智子 星場　亮太 梨本　真輝 村上　加奈 佐々木里奈

飯田　千晶 大野　美貴

20 綱川　隼人 新木　達也 穐田　裕平 竹吉　大記 椎名　千晴 平井彩也華 佐藤　里佳

本宮　未紀 鈴木　茉耶

21 村上　康則 蛸谷　竜一 田代　成美 榎本　優子 蓑輪　　隆

22 三原　浩幸 羽生　拓矢 桜井　　駿 間中　太亮 染谷　幸喜 森　　政朗 今関　雄太

秋本　真吾 大利　久美 大竹　彩音 髙橋　友果

23 新谷　仁美 永尾　　薫 髙政　知也 安井　雄一 小田嶋怜美 宮崎　佑喜 中村　祥眞

鈴木　　夢

24 板鼻　航平 毛呂　泰紘 筒井　崇広 清水　友紀 富濱みよこ 濱井　美南 川奈部真由

松本理夏子 清水　珠夏 山口　　茜

25 谷藤　克樹

26 高瀬　　慧 田中　佳祐 大森　郁香 R.W. モニカ 松崎　璃子 尾西　美咲 佐藤　奈々

前田　恋弥 藤川　哲平 山本　竜大 飯田　惇生 前山　陽軌 新井　拓磨 小野　　翼

宮崎　諒也 本田隼二郎 杉村　奏笑 梅原　遥奈

千 葉 陸 上 競 技 協 会　 勲 功 章 贈 与 者


