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栄章に輝く人々   （ ）は番号 〔 〕は受賞年

【滋賀県スポーツ顕彰】 

1. 生涯スポーツ功労者表彰（H18まで社会体育功労者表彰） 

 〔46〕 千貫清一郎 

 〔47〕 前川 正一 

 〔48〕 八田  植 

 〔49〕 大角勝次郎 

 〔49〕 原  利一 

 〔53〕 北川 忠之 

 〔57〕 浅田 由男 

 〔58〕 山内  奨 

 〔60〕 福井 正雄 

 〔62〕 今浜 英成 

 〔63〕 原  邦夫 

 〔H1〕 竹中 大巌 

 〔H2〕 谷 宇一郎 

 〔H2〕 寺崎 正弘 

 〔H3〕 木村清衣衛 

 〔H4〕 大林  宏 

 〔H5〕 伴野 健三 

 〔H6〕 西岡 靖豊 

 〔H6〕 柴田 善平 

 〔H6〕 河村  進 

 〔H7〕 松田 良男 

 〔H9〕 野村 政夫 

 〔H10〕 河村 菊次 

 〔H11〕 田中 正克 

 〔H18〕 吉川 栄治    古田 保夫   堀井 昭雄 

 〔H19〕 竹内 茂朗    森田 長喜   多羅尾 進 
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2.生涯スポーツ優良団体表彰（H18まで社会体育優良団体表彰） 

 〔57〕 大津市役所陸上競技部 

 〔59〕 日本精工陸上競技部 

 〔61〕 甲賀郡陸上競技協会 

 〔62〕 八日市市陸上競技協会 

 〔H1〕 栗太郡陸上競技協会 

 〔H5〕 長浜市陸上競技協会 

 〔H10〕 土山町陸上競技協会 

 

 

3. スポーツ大会成績優秀者表彰（全国大会優勝者、中学生は近畿

大会優秀者を含む） 

   （H18まで成績優秀者表彰） 

 〔38〕 鷺  敏行 

 〔39〕 大西 喜一   桂田 洋子    石田 良     中村 宇一   鈴木 文男 

 〔40〕 桂田 洋子   橋本喜一郎    池田  豊 

 〔41〕 荒川 昭治   富増 克巳 

 〔42〕 池田  豊   佐藤 義胤    富増 克巳   岡本 淳一 

 〔43〕 宮沢 美典   佐竹  隆 

 〔44〕 奥川健二郎   佐野 邦典    木部 義勝   生田 栄一 

 〔45〕 上田  恵   前川 安平    生田 栄一 

 〔46〕 庄  信孝   秋山 町子 

 〔47〕 西堀  隆   北野 松子    松本三十二    田辺与一郎 

 〔48〕 福井美智子   大西 繁人    田中 孝子    吉田香都子   太田  保 

  田辺与一郎 

 〔49〕 田中 孝子   辻   聡    中川 久司    脇畑留美子   田畑 康子 

  加藤  悟   玉垣由美子    庄  信孝    田辺与一郎 

 〔50〕 大橋 徹也   酒井  功    小西  淳    中野 泰雄 

  山中 達朗   原田 喜三    寺田 英幸   脇畑留美子 

  中川 久司   長崎 政男 

 〔51〕 増田賀津夫   中森 豊和    堀内日出男 

 〔52〕 稲岡 純史   國本 秀子    脇畑留美子 

 〔53〕 井上 晋也   田原 貴之    正木 隆義   永尾 千晴   沢田 忠博 

  坂口 広行   脇畑留美子 

 〔54〕 古谷 裕之   高畑いずみ    松井 和彦   宮本  孝 

 〔55〕 黒川 尚樹   青木 健一    川島真喜子   長田 千佳    田原 貴之 

  山瀬  純   倉田 吉之    武田 敏彦 
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 〔56〕 辻元 末美   本間 令子    武田 敏彦   大西 繁人    田原 貴之 

  高畑いずみ   小川 三紀    居林 明子 

 〔57〕 辻元 末美   中川 妙子    大西 繁人   岩岡  聡    武田 敏彦 

  高畑いずみ   田中 朋子    村上 順一   北村 貴子    清水千賀子 

 〔58〕 稲岡 純史   岩岡  聡    中川 妙子   武村 末美    高畑いずみ 

  麻原 誠司   漣  勝美    梅津 正文   川瀬 裕司    林  芳正 

 〔59〕 稲岡 純史   馬場  豊  斎藤 篤司 高畑いずみ  中川 妙子 

  北川  博  森崎 郁靖    清水千賀子 北村 貴子    清水さとみ 

  成橋 正泰   奥田 桂一 

 〔60〕 大西 繁人   斎藤 篤司    稲岡 純史 森崎 郁靖    猪田 修司 

  北村 貴子   奥田 桂一 

 〔61〕 漣  勝美   木村 吉継    中西  誠 佐分 智子 

 〔62〕 山元  育 

 〔63〕 足立 明子   木村 吉継    山元  育 中村 俊雄     前田 恵子 

 〔H1〕 粂  寛子   木村 吉継    花田 勝彦 寺田  博     山元  育 

  中村 俊雄   加藤 義信    加藤 義孝 筧  政人     沢  崇人 

 〔H2〕 寺澤 佳恵   木村 吉継    加藤 義孝 加藤 義信     滝井  哲 

  中島 敦子 

 〔H3〕 寺澤 佳恵   阪口 浩子    海東 英郎 滝井  哲     横田 征司 

  川村  誠 

 〔H4〕 澤  綾子   小堀 道夫    高松 真司   高松 賢司     高松 竜司 

  島田 誠史   木村  亮    大野 喜彦 井上  智     伴  弘一 

  井口 英明   古川 浩司    川村  誠 

 〔H5〕 花田 勝彦   寺田  博    山崎 成人 辻  裕司 足立 隆司 

  中町  光   増田 章宏    古野 主税 北村 文宏 前川 正浩 

  前川 久美   川村  誠 

 〔H6〕 辻  裕司   近藤 基子    田辺真知子    本郷百合子 

 〔H7〕 藤井 由香   榎  大将    西村みゆき 

（特別表彰） 

     [都道府県対抗男子駅伝チーム] 

   井花 一郎   河合 哲亘    花田 勝彦   堀尾 貴幸 井口 英明 

   平子 英明   山崎 成人    斎藤 寿人   堤  一弘 森  徹 

     〔水口中学校男子駅伝チーム〕 

     〔水口東高校男子駅伝チーム〕 

     〔積水化学工業男子駅伝チーム〕 

 〔H8〕 伊藤 妙江    山田 憲一    井上あゆみ    田中 一秀 平田 裕介 

  林田 武志    佐多ひとみ    長谷 景治 

 〔H9〕（団体の部）第６回環日本新潟駅伝滋賀県チーム 

  藤本 絵美    河合 智子    廣岡 理恵    渡辺由貴子 岩本 照暢 
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  吉田 賢司    木戸 真樹    磯野  誠    久文 貞明 

   （個人の部） 

  岩本 照暢    木戸 真樹    磯野  誠    阪田 直子 渡邊庸一郎 

  平井 正雄 

   （特別の部）第５回全国中学校駅伝水口中学校チーム 

  山田 貴人    小澤 尚志    伴  功充    小澤  淳 倉田 友直 

  宝本 至益    板東 孝司    山崎 浩司 

 〔H10〕 近藤 高代    細居 秀昭    佐多ひとみ    長谷 景治 森本真奈美 

  渡邊庸一郎 

 〔H11〕（個人の部） 

  黄瀬 洋司    安井 章泰     真島 史帆 

    （特別の部） 

     県立聾話高等部 

   林田 武志    長谷 景治     臼井  渉    平井 正雄   渡邊庸一郎 

   桑田 浩平    山田 義明     東岸林太郎    佐多ひとみ 藤原美沙子 

  

第７回全国中学校駅伝明富中学校チーム 

   才上裕紀奈    金子 紗知     長田佐和美     北出 麻衣 津田 舞子 

   平川 弥生    吉岡 美幸     盛田 皆子 

 〔H12〕（個人の部） 

  砂田 貴裕    近藤 高代     田中 優介 

 〔H17〕 近藤 高代    我孫子智美 

 〔H19〕 近藤 高代    我孫子智美 

 

 

 

 

 

 


