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栄章に輝く人々   （ ）は番号 〔 〕は受賞年度 

【滋賀県体育協会表彰】 

1. スポーツ功労賞 

 〔30〕 尾本 政長 

 〔38〕 浜田 宗男 

 〔40〕 大塚甚三郎 

 〔41〕 前河 正一 

 〔42〕 橋本 順治 

 〔45〕 八田  植 

 〔45〕 尾田 芳三 

 〔46〕 原  利一 

 〔48〕 大角勝次郎 

 〔48〕 岩井 克美 

 〔49〕 谷口 秀雄 

 〔52〕 福井 正雄 

 〔61〕 原  邦夫 

 〔61〕 山中 一男 

 〔61〕 芥川  滋 

 〔62〕 竹中 大巌 

 〔63〕 寺崎 正弘 

 〔H1〕 大林  宏 

 〔H2〕 西岡 靖豊 

 〔H3〕 伴野 健三 

 〔H3〕 斉城 光雄 

 〔H7〕 平野多久治 

 〔H7〕 野村 政夫 

 〔H8〕 田谷三起生 

 〔H8〕 徳地 清平 

 〔H8〕 田中 正克 

 〔H9〕 吉川 英治 

 〔H10〕 藪下  瀞 

 〔H12〕 古田 保夫 

 〔H13〕 中野 善夫 

 〔H14〕 本池  武 

 〔H15〕 竹内 茂朗 

 〔H19〕 森田 長喜 
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 〔H20〕 西條 正典 

 〔H22〕 東  芳生 

2. スポーツ奨励賞 

 〔56〕 大林  宏 

 〔57〕 野村 政夫 

 〔58〕 松田 良男 

 〔58〕 木村清衣衛 

 〔59〕 河村 菊次 

 〔60〕 上野 幹雄 

 〔61〕 水上 広巳 

 〔62〕 吉川 栄治 

 〔62〕 新庄 茂雄 

 〔52〕 古田 保夫 

 〔H1〕 鈴村 重男 

 〔H2〕 本池  武 

 〔H2〕 徳地 清平 

 〔H4〕 田谷三起生 

 〔H5〕 竹内 茂朗 

 〔H5〕 堀田 利行 

 〔H7〕 神村 孝好 

 〔H7〕 山崎 雄弘 

 〔H8〕 寺村 真雄 

 〔H8〕 野尻徳太郎 

 〔H10〕 東  芳生 

 〔H13〕 高橋 清尊 

 〔H14〕 川幡 善勝 

 〔H15〕 西条 正典 

 〔H19〕 高木治三郎 

 〔H19〕 島  孝志 

 〔H21〕 小島 利和 

 〔H22〕 井花 一郎 

 

3. 優秀指導者賞 

 〔56〕 田附 紀夫 

 〔56〕 藤田 徳明 

 〔56〕 西条 正典 

 〔58〕 竹内 茂朗 

 〔59〕 吉澤 正義 



栄章に輝く人々                             2012年 滋賀陸協              

 - 3 - 

 〔59〕 田中 弘一 

 〔59〕 樋口 正和 

 〔60〕 川幡 善勝 

 〔60〕 久我 義証 

 〔61〕 井花 一郎 

 〔62〕 大戸 直樹 

 〔H1〕 中川  宏 

 〔H3〕 引山  実 

 〔H4〕 山本 太一 

 〔H7〕 小澤 信一 

 〔H12〕 松本 智好 

 〔H15〕 野木 茂樹 

 〔H19〕 藤居 久智   

 

4. 優秀選手賞 

 〔57〕 上野 満代 

 〔57〕 本郷 政人 

 〔58〕 上拾石成夫 

 〔58〕 伴野 健三 

 〔59〕 宮本  孝 

 〔59〕 角   誠 

 〔59〕 脇畑留美子 

 〔60〕 武村 末美 

 〔62〕 中川 妙子 

 〔61〕 武田 敏彦 

 〔63〕 大西 繁人 

 〔H1〕 足立 明子 

 〔H2〕 稲岡 純史 

 〔H2〕 寺澤 佳恵 

 

 

 

 

 

 


