
NO 授賞日 氏名 種目 大会名 成績

84 平成３１年１月２３日 宇山　芽紅 トランポリン競技
シンクロナイズド競技女子

第３３回世界トランポリン競技選手権大会 優勝

NO 授賞日 氏名 種目 大会名 成績

1 昭和６３年１０月１３日 佐藤　寿治 体操競技 第２４回オリンピック競技大会  銅メダル

2 昭和６３年１０月１３日 菊地　  総 野球競技
：デモンストレーション

第２４回オリンピック競技大会 銀メダル

3 昭和６３年１０月１３日 小川　博文 野球競技
：デモンストレーション

第２４回オリンピック競技大会 銀メダル

4 昭和６３年１０月１３日 江崎　史子 柔道女子４８kg級
：デモンストレーション

第２４回オリンピック競技大会 銀メダル

5 平成 元年  ６月  ３日 小島　和恵 マラソン ８９パリ国際マラソン 金メダル

6 平成  ２年１１月１９日 倉原　良一 水泳競技 国体１９回連続出場（１８回入賞：９回優勝）

7 平成  ２年１１月１９日 野口　智博 水泳競技 第１１回アジア競技大会 金メダル

8 平成  ２年１１月１９日 関　  一人 ヨット競技 第１１回アジア競技大会 金メダル

9 平成  ２年１１月１９日 目良　明裕 ライフル射撃競技 第１１回アジア競技大会 金メダル

10 平成  ２年１１月１９日 丸山　茂樹 ゴルフ競技 第１１回アジア競技大会 金メダル

11 平成  ４年  ９月１８日 徳永　耕治 野球競技 第２５回オリンピック競技大会  銅メダル

12 平成  ４年  ９月１８日 三輪 　　隆 野球競技 第２５回オリンピック競技大会  銅メダル

13 平成  ６年１２月１９日 国分　利人 空手競技 第１２回アジア競技大会 金メダル

14 平成  ６年１２月１９日 宇佐美 政勝 水泳競技 第１２回アジア競技大会 金メダル

15 平成  ６年１２月１９日 長塚　京子 テニス競技 第１２回アジア競技大会 金メダル

16 平成  ６年１２月１９日 松中　信彦 野球競技 第１２回アジア競技大会 金メダル

17 平成  ６年１２月１９日 中村　哲也 陸上競技 第１２回アジア競技大会 金メダル

18 平成  ８年  ９月２５日 松中　信彦 野球競技 第２６回オリンピック競技大会 銀メダル

19 平成  ９年  ９月２４日 鈴木　博美 女子マラソン 第６回世界陸上競技選手権大会 金メダル

20 平成１１年  ２月  ８日 高橋　尚子 女子マラソン 第１３回アジア競技大会 金メダル

21 平成１１年  ２月  ８日 簡　   優好 陸上競技 第１３回アジア競技大会 金メダル

22 平成１１年  ２月  ８日 濱野　広輔 水泳競技 第１３回アジア競技大会 金メダル

千葉県知事賞受賞者一覧（スポーツ関係）

平成３１年１月２３日千葉県知事賞受賞者（スポーツ関係）



23 平成１２年１１月１３日 永田　克彦 レスリング 第２７回オリンピック競技大会 銀メダル

24 平成１３年１１月２１日 室伏　広治 ハンマー投げ 第８回世界陸上競技世界選手権大会 銀メダル

25 平成１４年１１月２９日 林 　  忠義 馬術競技団体 第１４回アジア競技大会 金メダル

26 平成１４年１１月２９日 矢嵜　雄大 柔道競技 第１４回アジア競技大会 金メダル

27 平成１４年１１月２９日 寺地　貴弘 テニス競技 第１４回アジア競技大会 金メダル

28 平成１５年  ９月１９日 鹿島　丈博 鉄棒・あん馬 第３７回世界体操競技選手権大会 金メダル

29 平成１５年  ９月１９日 冨田　洋之 個人総合 第３７回世界体操競技選手権大会 銅メダル

30 平成１５年  ９月１９日 千葉　真子 女子マラソン 第９回世界陸上競技選手権大会 銅メダル

31 平成１６年１０月１２日 森田　智己 水泳競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

32 平成１６年１０月１２日  関　　一人 ヨット競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

33 平成１６年１０月２１日 小林　雅英 野球競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

34 平成１６年１０月２１日 清水　直行 野球競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

35 平成１６年１０月２１日 石井　弘寿 野球競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

36 平成１６年１０月２１日 相川　亮二 野球競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

37 平成１６年１０月２１日 小笠原 道大 野球競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

38 平成１６年１０月２１日 金子　   誠 野球競技 第２８回オリンピック競技大会 銅メダル

39 平成１９年  ３月２２日 澤野　大地 男子棒高跳 第１５回アジア競技大会 金メダル

40 平成１９年  ３月２２日 鈴木　貴士 ラグビー競技７人制 第１５回アジア競技大会 金メダル

41 平成２０年１１月１２日 髙平　慎士 陸上４００ｍR 第２９回オリンピック競技大会 銅メダル

42 平成２０年１１月１９日 坂本　功貴 体操競技団体 第２９回オリンピック競技大会 銀メダル

43 平成２１年１０月１６日 福見　友子 女子４８ｋｇ級 ２００９年世界柔道選手権大会 優　勝

44 平成２１年１０月１６日 鷹見 由紀子 女子個人戦 第１４回世界剣道選手権大会 優　勝

45 平成２２年  ９月２２日 秋本　啓之 男子７３ｋｇ級 世界柔道選手権２０１０東京大会 優　勝

46 平成２２年  ９月２２日 西田　優香 女子５２ｋｇ級 世界柔道選手権２０１０東京大会 優　勝

47 平成２２年  ９月２２日 伊藤　 　良 中量級 世界相撲選手権大会 優　勝

48 平成２２年  ９月２２日 小野　卓志 柔道男子90㎏級 第１６回アジア競技大会 金メダル

49 平成２２年  ９月２２日 細田　雄一 トライアスロン男子 第１６回アジア競技大会 金メダル



50 平成２２年  ９月２２日 藤井　拓郎
競泳男子400Ｍ

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
第１６回アジア競技大会 金メダル

51 平成２２年  ９月２２日 原田　欄丸
競泳男子400Ｍ

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
第１６回アジア競技大会 金メダル

52 平成２２年  ９月２２日 宮間　あや 女子サッカー 第１６回アジア競技大会 金メダル

53 平成２２年  ９月２２日 比嘉　祐介 男子サッカー 第１６回アジア競技大会 金メダル

54 平成２２年  ９月２２日 山崎　亮平 男子サッカー 第１６回アジア競技大会 金メダル

55 平成２２年  ９月２２日 工藤　壮人 男子サッカー 第１６回アジア競技大会 金メダル

56 平成２２年  ９月２２日 上場　雅也 男子バレーボール 第１６回アジア競技大会 金メダル

57 平成２３年  ９月１６日 佐藤　愛子 女子５７ｋｇ級 ２０１１世界柔道選手権（フランス・パリ）大会 金メダル

58 平成２４年１０月１６日 平岡　拓晃 柔道男子60kg級 第３０回オリンピック競技大会 銀メダル

59 平成２４年１０月１６日 三宅　　諒
フェンシング
男子フル―レ

男子団体
第３０回オリンピック競技大会 銀メダル

60 平成２４年１０月１６日 加藤　凌平
体操競技
男子団体 第３０回オリンピック競技大会 銀メダル

61 平成２４年１１月１９日 大久保 美紗 ソフトボール 第１３回世界女子ソフトボール選手権大会 金メダル

62 平成２４年１１月１９日 関  友希央 ソフトボール 第１３回世界女子ソフトボール選手権大会 金メダル

63 平成２４年１１月１９日 峰     幸代 ソフトボール 第１３回世界女子ソフトボール選手権大会 金メダル

64 平成２４年１１月２１日 田中　佑典
体操競技
男子団体

第３０回オリンピック競技大会 銀メダル

65 平成２４年１１月２１日 藤井　拓郎
水泳競技
男子400ｍ

メドレーリレー
第３０回オリンピック競技大会 銀メダル

66 平成２７年　１月　８日 市口　侑果 ソフトボール 第１４回世界女子ソフトボール選手権大会 金メダル

67 平成２７年　１月　８日 ベイカー　茉秋 男子団体 ２０１４世界柔道選手権（チェリャビンスク）大会 金メダル

68 平成２７年　１月　８日 齊藤　優佑
体操競技
男子団体

第１７回アジア競技大会 金メダル

69 平成２７年　１月　８日 上田　　藍 トライアスロン
女子個人/混合リレー

第１７回アジア競技大会 金メダル

70 平成２７年　１月　８日 佐藤　優香
トライアスロン

混合リレー
第１７回アジア競技大会 金メダル

71 平成２７年　１月　８日 萩澤　正太 ラグビー競技７人制 第１７回アジア競技大会 金メダル

72 平成２８年　２月　８日 早坂　尚人
体操競技
男子団体

第４６回世界体操競技選手権大会 金メダル

73 平成２８年　２月　８日 萱　　和磨
体操競技
男子団体

第４６回世界体操競技選手権大会 金メダル

74 平成２９年　１月１７日 植草　歩
女子組手
６８㎏超級

第２３回世界空手道選手権大会 金メダル

75 平成２９年１１月１５日 須﨑　優衣
女子

４８㎏級
２０１７年シニア世界レスリング選手権大会 優勝

76 平成２９年１１月１５日 志々目　愛
女子

５２㎏級
２０１７年ブダペスト世界柔道選手権大会 優勝



77 平成２９年１１月１５日 ウルフ　アロン
男子

１００㎏級
２０１７年ブダペスト世界柔道選手権大会 優勝

78 平成３０年１１月１２日 松元　克央 水泳・競泳 第１８回アジア競技大会 優勝

79 平成３０年１１月１２日 濱村　ゆかり
ソフトボール

女子
第１８回アジア競技大会 優勝

80 平成３０年１１月１２日 角田　夏実
柔道女子
５２ｋｇ級

第１８回アジア競技大会 優勝

81 平成３０年１１月１２日 菅澤　優衣香
サッカー

女子
第１８回アジア競技大会 優勝

82 平成３０年１１月１２日 黑木　瑠璃華
ソフトテニス
女子団体

第１８回アジア競技大会 優勝

83 平成３０年１１月１２日 大黑田　裕芽
ラグビーフットボー

ル女子
第１８回アジア競技大会 優勝


