
財団法人日本陸上競技連盟　功労章受賞者
渋谷　寿光　　24　　　　黒羽　義治　　1　　　　朝比奈正行　　10　　　　小出　義雄　　　12

秩 父 宮 章 受 賞 者
渡辺　秀雄 30 木内　　清 35 五代　　実 35 山口　信一 37 角田　二郎 38
黒羽　義治 39 本部 朝比奈正行 40 友納　武人 41 本部 松戸　節三 42 白井長五郎 44
島田　政次 46 島田　良吉 48 石野八百治 49 本部 小宮山　寛 50 近藤　正三 51 本部
是澤　正巳 52 永井　貞夫 54 山田晴之助 56 林　　　昭 57 本部 品村　晃祥 58
野村　　和 61 香取　長治 62 島村　和男  2 斉藤　良二  4 越川　泰男  5
羽計　致昭  6 横田　　孝  7 本部 町山　晃司  8 藤原　生通 10 大西　暁志 12 本部
下地　隆司 13 沼田　　武 13 本部 松井　　旭 13 本部 長谷川良介 14 中田　勝偉 15
澤木　啓祐 16 本部 曽根　一幸 17 吉儀　　宏 17 本部 岩本　一雄 19 金内　幸雄 21
髙木　義雄 22 髙橋　幸雄 23 津嶋　捷志 25 清水　　進 26

有 功 章 受 賞 者
松戸　節三　　62　　　　是澤　正巳　　6　　　　島田　良吉　　11　　　　野村　　和　　21

平 沼 記 念 章 受 賞 者
羽計　致昭 45 小出　義雄 48 越川　泰男 49 瀧田　詔生 50 鵜沢　　勇 51 鳥海　　勲 52
藤原　生通 53 寺田惣一郎 54 溝口　謙一 54 松浦　英史 55 松本　靖彦 55 藤田　栄子 56
木村　俊幸 56 永野　良一 57 松本　義博 57 下地　隆司 58 奥主　　博 58 清水　　進 59
村杉美知夫 59 新居　利広 60 古館　宣夫 60 谷口　吉宏 61 窪田　州平 61 青柳　憲司 62
佐瀬　智子 62 中田　勝偉 63 黒川　　修 63 福井　　修 元 野島　三宣 元

平 沼 亮 三 章 受 賞 者
長谷川良介  2 高橋　幸男  3 岩本　一雄  4 鈴木　秀夫  5 越川　一紀  6 高木　直正  7
梶谷　正樹  8 髙木　義雄  9 渡辺　敏彦 10 林　　英昭 11 中村　要一 12 須田　和人 13
滝田　輝行 14 鈴木　勝男 15 坂下　孝人 16 稲葉　正充 17 礒　　真吾 18 出野　晃平 19
高木　　厚 20 小松崎光一 21

河 野 謙 三 章 受 賞 者
松本　克彦  2 佐藤　武良  3 関　　　茂  4 永嶌　節子  5 芦田　多良  6 尾崎　邦彦  7
岡田　洋子  8 富所　　裕  9 清水　深雪 10 染谷　　均 11 高野　貞義 12 鈴木　禎則 13
森　　淳一 14 中原　浩一 15 隅坂　道昭 16 山本　祐一 17 有田　英夫 18 舟橋　昭太 19
伊藤　　浩 20 海老原　亘 21

河 野 一 郎 章 受 賞 者
神林　弘一 40 関谷　　守 41 加藤美奈子 42 小西　和久 43 石沢　隆夫 44 堀井　良一 45
伊藤　　裕 46 居福　信行 47 越川　一紀 48 白旗　武章 49 久力　逸郎 50 山里　　謙 51
河田　淳一 52 大竹　泰子 53 渡辺　　毅 54 新井はぎえ 55 千葉　拓朗 56 小安　良幸 57
淡路満喜子 58 大島　康弘 59 嶋田　浩子 60 柳　　倫明 61 小川　範彦 62 杉村　奈美 63
原　ゆみ子 元 相澤　真一  2 小林　俊一  3 駒澤　之也  4 橋本　美紀  5 米山　　潤  6
清水　由香 7 吉田　文代  8 駒澤　雄大  9 井上　　悠 10 相川　誠也 11 菅谷　隆司 12
川野　綾子 13 鈴木　秀明 14 宮田　寛大 15 阿久津陽介 16 三浦　　優 17 嵐川　愛斗 18
田子　大輔 19 梨本　真輝 20 蓑輪　　隆 21

中 学 優 秀 選 手 章
大竹　彩音　22　　　鈴木　　夢　23　　　羽生　拓矢　24　　　谷藤　克樹　25　　　杉村　奏笑　26

高 校 優 秀 指 導 者 章
末永　國敏　22　　　岡田　正幸　23　　　薮中　安範　24　　　郡司昭喜男　25　　　伊東　謙二　26

中 学 優 秀 指 導 者 章
松本　剛史　22　　　渡邊　和也　23　　　佐藤　　夏　24　　　藤鷹　昭宏　25　　　岡野　浩幸　26



春 日 弘 章 受 賞 者
鈴木　孝三 54 勝見　雅宏 55 岩佐　吉章 56 大塚　正人 57 倉谷　好美 58 朝賀　秀志 59
仲村　　明 60 鈴木　博美 61 村上　敦子 62 渡辺　祐子 63 岩佐　　毅 元 服部　康隆  2
渡辺　康之  3 室伏　広治  4 小林　俊一  5 花岡　麻帆  6 海老根恵太  7 田野中　輔  8
中嶋　博之  9 澤野　大地 10 五木田佑美 11 寺田　克也 12 森　　拓朗 13 相川　誠也 14
鈴木　哲平 15 柴田　浩后 16 鈴木　秀明 17 櫻井　憲幸 18 住石　智子 19 本宮　末紀 20
戸邉　直人 21

高 校 優 秀 選 手 章
髙橋　友果　22　　　髙政　知也　23　　　板鼻　航平　24　　　保坂　拓海　25　　　前田　恋弥　26
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