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【日本陸上競技連盟】 

1. 秩父宮章 

 〔30〕 木戸 重治 （52） 

 〔33〕 斎藤文二良 （121） 

 〔37〕 奥村 悦造 （269） 

 〔38〕 茂木 一二 （317） 

 〔39〕 大角勝次郎 （372） 

 〔43〕 川越 一雄 （528） 

 〔44〕 横山 光二 （561） 

 〔47〕 八田  植 （654） 

 〔49〕 北川 忠之 （715） 

 〔50〕 前河 正一 （743） 

 〔53〕 西岡 俊夫 （834） 

 〔55〕 伊夫貴直彰 （893） 

 〔59〕 谷 宇一郎 （1017） 

 〔H1〕 松田 良男 （1175） 

 〔H4〕 河村 菊次 （1278） 

 〔H8〕 伴野 健三 （1405） 

 〔H12〕 森田 長喜 （1518） 

 〔H13〕 上野 幹雄 （1539） 

 〔H17〕 木村清衣衛       鈴村 重男 

 〔H20〕 東  芳生  

 〔H23〕 小島 利和 

 〔H25〕 井花 一郎 

 〔H27〕 坂  一郎 

 

2. 平沼記念章 

 〔44〕 山内  奨 （51） 

 〔47〕 三谷 一夫 （108） 

 〔48〕 山本 広次 （139） 

 〔49〕 竹中 大巌 （185） 

 〔50〕 上野 幹雄 （230） 

 〔51〕 井ノ口英成 （276） 

 〔52〕 藤田 徳明 （323） 

 〔53〕 高田 武士 （369） 

 〔54〕 林 伊和男 （25）     森下 敦夫 （26） 
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 〔55〕 田附 紀夫 （71）     岡野 正義 （72） 

 〔56〕 鈴村 重男 （119）    水上 広巳 （118） 

 〔57〕 尾板  誠 （166）    斎城 光雄 （165） 

 〔58〕 土井 美明 （213）    森田 長喜 （212） 

 〔59〕 杉江 康雄 （260）    中川  宏 （258） 

 〔60〕 本池  武 （307）    大隅 鉄男 （305） 

 〔61〕 中野 善夫 （354）    平野多久治 （352） 

 〔62〕 西条 正典 （401）    高橋 清尊 （399） 

 〔63〕 田中 弘一 （448）    引山  実 （446） 

 〔H1〕 寺村 真雄 （495）    岩坪 吉一（493） 

 

3. 平沼亮三章（高校優秀指導者章） 

 〔H2〕 西湖 末吉 （25） 

 〔H3〕 東  芳生 （72） 

 〔H4〕 井花 一郎 （119） 

 〔H5〕 大戸 直樹 （166） 

 〔H6〕 佐藤 国治 （213） 

 〔H7〕 木村 孝志 （260） 

 〔H8〕 福岡 隆美 （307） 

 〔H9〕 坂  一郎 （354） 

 〔H10〕 西川 英昭 （401） 

 〔H11〕 山下 孝彦 （448） 

 〔H12〕 小島 利和 （496） 

 〔H13〕 浮氣 清司 （542） 

 〔H14〕 中江 一男 （589） 

 〔H15〕 永井 寿治 （636） 

 〔H16〕 向  敬二 

 〔H17〕 森野 邦彦 

 〔H18〕 武田 敏彦 

 〔H19〕 安福  修 

 〔H20〕 小澤 信一 

 〔H21〕 宮城 博之 

 〔H22〕 福山 博司 

 〔H23〕 松田 治幸 

 〔H24〕 野木 茂樹 

 〔H25〕 田尻 隆伸 

 〔H26〕 小寺 善正 

 〔H27〕 藤居 久智 
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4. 河野謙三章（中学校優秀指導者章） 

 〔H2〕 川幡 善勝 （25） 

 〔H3〕 樋口 正和 （72） 

 〔H4〕 高畑 律夫 （119） 

 〔H5〕 吉澤 正義 （166） 

 〔H6〕 長谷川廣司 （213） 

 〔H7〕 山本 太一 （260） 

 〔H8〕 竹内 廣司 （307） 

 〔H9〕 藤井 邦彦 （354） 

 〔H10〕 三ツ谷 寛 （401） 

 〔H11〕 皐月 彰信 （448） 

 〔H12〕 竹村 栄一 （495） 

 〔H13〕 八田 俊一 （542） 

 〔H14〕 奥井 雅秀 （589） 

 〔H15〕 田中 邦男 （636) 

 〔H16〕 高野  清 

 〔H17〕 富田 正孝 

 〔H18〕 辻   聡 

 〔H19〕 石田 秀樹 

 〔H20〕 山口 兼司 

   〔H21〕 斉藤 隆史 

 〔H22〕 大前 智也 

 〔H23〕 小林 徹郎 

 〔H24〕 山下 定弘 

 〔H25〕 髙田 毅 

 〔H26〕 河地 誠 

 〔H27〕 山林 聡 

 

5. 春日弘章（高校優秀選手章） 

 〔54〕 松井 和彦 （25） 

 〔55〕 山瀬  純 （72） 

 〔56〕 田原 貴之 （119） 

 〔57〕 田中 朋子 （166） 

 〔58〕 高畑いずみ （213） 

 〔59〕 北村 貴子 （260） 

 〔60〕 清水千賀子 （307） 

 〔61〕 漣  勝美 （354） 

 〔62〕 比与森竜之 （401） 
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 〔63〕 木村 吉継 （448） 

 〔H1〕 寺田  博 （494） 

 〔H2〕 海東 英郎 （541） 

 〔H3〕 前田 恵子 （588） 

 〔H4〕 高松 真司 （635） 

 〔H5〕 村上  拓 （682） 

 〔H6〕 瀬戸 智弘 （729） 

 〔H7〕 岩田 有加 （776） 

 〔H8〕 黄瀬 洋司 （823） 

 〔H9〕 木下 和樹 （870） 

 〔H10〕 青木 一真 （917） 

 〔H11〕 桑城 奈苗 （964） 

 〔H12〕 宮本 和典 （1011） 

 〔H13〕 木村 優花 （1058） 

 〔H14〕 吉岡 秀司 （1105） 

 〔H15〕 森本 真敏 （1152） 

 〔H16〕 広瀬 裕人 

 〔H17〕 我孫子智美 

 〔H18〕 吉田 浩二 

 〔H19〕 小島 萌実 

 〔H20〕 南  雄斗 

 〔H21〕 中村 梨穂 

 〔H22〕 斉藤希望花 

 〔H23〕 岩田 未玲 

 〔H24〕 泉 樹仁也 

 〔H25〕 川尻 涼介 

 〔H26〕 清水 麻衣 

 〔H27〕 河原田 萌 

 

6. 河野一郎章（中学校優秀選手章） 

 〔40〕 佐藤 義胤 （24） 

 〔41〕 松本三十二 （69） 

 〔42〕 藤居 満代 （116） 

 〔43〕 宮沢 美典 （161） 

 〔44〕 木部 義勝 （208） 

 〔45〕 浅田 民弥 （254） 

 〔46〕 庄  信孝 （300） 

 〔47〕 伊地知美佐子 （347） 

 〔48〕 前田さざ代 （394） 
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 〔49〕 中川 久司 （440） 

 〔50〕 山中 達朗 （487） 

 〔51〕 脇畑留美子 （534） 

 〔52〕 堀内日出男 （581） 

 〔53〕 辻本 末美 （628） 

 〔54〕 高畑いずみ （25） 

 〔55〕 黒川 尚樹 （72） 

 〔56〕 小川 三紀 （119） 

 〔57〕 北村 貴子 （166） 

 〔58〕 梅津 正文 （213） 

 〔59〕 成橋 正泰 （260） 

 〔60〕 木村 和美 （307） 

 〔61〕 寺田  博 （354） 

 〔62〕 阪口 浩子 （401） 

 〔63〕 山元  育 （448） 

 〔H1〕 加藤 義孝 （494） 

 〔H2〕 滝井  哲 （541） 

 〔H3〕 横田 征司 （588） 

 〔H4〕 高松 竜司 （635） 

 〔H5〕 山崎 成人 （682） 

 〔H6〕 上村知安希 （729） 

 〔H7〕 西村みゆき （775） 

 〔H8〕 平田 裕介 （822） 

 〔H9〕 澤田 佳恵 （869） 

 〔H10〕 細居 秀昭 （916） 

 〔H11〕 才上裕紀奈 （963） 

 〔H12〕 田中 優介 （1010） 

 〔H13〕 高久保雄介 （1057） 

 〔H14〕 滝口 未央 （1104） 

 〔H15〕 金子 太郎 （1151） 

 〔H16〕 小島 萌実 

 〔H17〕 村田 悠伎 

 〔H18〕 中村 梨穂 

 〔H19〕 藤澤 怜欧 

 〔H20〕 木村  茜 

 〔H21〕 島村  亮 

 〔H22〕 桐生 祥秀 

 〔H23〕 加藤 伊織 

 〔H24〕 中島 藍梨 

 〔H25〕 吉野 史織 
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 〔H26〕 向山理一朗 

 〔H27〕 壹岐あいこ 

 

7. 有功章 

 〔H8〕 伊夫貴直彰 

 〔H25〕 谷 宇一郎 

 

8. 安藤百福章 

 〔63〕 西村  達 

     〔H1〕 木村清衣衛 

     〔H2〕 吉村 周三 

     〔H3〕 新庄  証 

 〔H4〕 久保 泰夫 

     〔H5〕 中川 順博 

     〔H6〕 河村  進 

     〔H7〕 田谷三起生 

 〔H8〕 高野  清 

     〔H9〕 岡田 康之 

     〔H10〕 倉田  修 

     〔H11〕 熊谷 尚子 

 〔H12〕 立岡 秀寿 

     〔H13〕 中村 康春 

     〔H14〕 沙加戸 崇 

     〔H15〕 鷺  康男 

 〔H16〕 平井 晃彰 

     〔H17〕 大沢 左近 

     〔H18〕 落合 明美 

     〔H19〕 中川 利宏 

 〔H20〕 竹内 茂朗 

     〔H21〕 西村  守 

     〔H22〕 南川喜代和 

     〔H23〕 鈴木 伸哉 

     〔H24〕 尾中 一彦 

     〔H25〕 黒川 俊文 

     〔H26〕 池田 昭則 

     〔H27〕 奥村 正則 

 


