
令和２年度

千葉県体育・スポーツ功労者等顕彰者一覧

千葉県教育委員会



管内 番号 氏　　　名

1 青木　正行
　アオキ　　　　マサユキ

2 大家　仁
　オオヤ　　　　ヒトシ

3 阿部　信之
　　アベ　　　　　ノブユキ

4 大浜　あつ子
　オオハマ　　　　　　　　　　コ

5 岡野　清
　オカノ　　　　　キヨシ

6 猪股　辰昭
　イノマタ　　　　タツアキ

7 滝澤
　タキザワ　　　　マサキ

　政樹

8 飯島
　イイジマ　　　　ミツル

　充

9 德武　雅康
　トクタケ　　　　マサヤス

10 三上　鐵夫
　ミカミ　　　　　　テツオ

11 鈴木　晟夫
　スズキ　　　　　アキオ

12 佐藤　潔
　サトウ　　　　キヨシ

13 藤田　一哉
　フジタ　　　　　　カズヤ

14 千葉　滋胤
　　チバ　　　　　シゲタネ

15 野村
　　ノムラ　　　　トシロウ

　俊郎

16 伊藤
　　イトウ　　　　ヒロアキ

　裕亮

県レク 17 茂木　きよ子
　　モギ　　　　　　　　　　　コ

県障スポ協 18 生駒　三男
　　イコマ　　　　　ミツオ

県広域 19 秋山　剛之
　アキヤマ　　　　タケシ

管内 番号 　代　表　者　 設　　立　　年 構　　　　　　　成

葛南 1 木村　哲也 昭和２７年 　２４団体　　　３，０００人

2 小坂　敏幸 昭和30年3月15日 　　　　　　　　　　　３０２人

3 稲垣　裕一 昭和４９年 　１２団体　　　　　２２０人

北総 4 伊藤　竹夫 昭和50年4月1日 　３５団体　　　１，５５３人

5 佐瀬　久 昭和29年4月1日 　３２団体　　　　　３００人

6 日置　敏之 昭和62年1月1日 　　　　　　　　　　　　２８人

7 大竹　衛 昭和60年4月1日 　　　　　　　　　　　　１０人

8 清水　信宏 平成27年6月21日 　　　　　　　　　　　３８７人

9 椎名　好一 昭和２１年１０月 　　　　　　　　　４，９３９人

10 有瀬　浩一 昭和23年4月1日 　　９団体　　１４，８３９人

県レク 11 鈴木　健二 平成4年4月21日 　　２団体　　　　　　２９人

県広域 12 鈴木　淹民 平成21年2月25日 　　５団体　　　　　８９９人

東上総

県スポ協

鎌ケ谷市少年野球連盟

東金市体育協会

鋸南町スポーツ協会ゲートボール部

南房総

真舟・請西スポーツクラブ

成田市スポーツ少年団

大原少年剣友会

千葉県弓道連盟

千葉県バドミントン協会

東葛飾

北総

東上総

南房総

東葛飾

船橋市テニス協会

山武郡市スポーツ協会理事長
（公財）千葉県スポーツ協会理事

四街道SSC　顧問

千葉県セーリング連盟会長

１　生涯スポーツ功労者

NPO法人スマイルクラブ　理事長

野田市ソフトテニス連盟会長
野田市スポーツ協会理事
千葉県ソフトテニス連盟理事

我孫子市弓道連盟名誉会長

２　生涯スポーツ優良団体

団　　体　　名

市原市レクリエーション協会副会長
千葉県レクリエーションクラブ市原支部代表

県スポ協

葛南

（公財）日本パラリンピック委員会運営委員
（一社）千葉県障がい者スポーツ協会理事
千葉県知的障害者スポーツ協会理事長

柏市柔道連盟

袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

主 な 現 役 職 等

習志野市ライフル射撃協会会長

船橋市卓球協会副理事長
船橋市スポーツ協会理事・会計
千葉県卓球連盟理事長

浦安市スポーツ協会理事
浦安市軽スポーツ協会会長
浦安市バスケットボール協会会長

木更津市スポーツ協会副会長
木更津柔道会会長
木更津市スポーツ推進審議会会長

成田市アマチュアゴルフ協会顧問
千葉県アマチュアゴルフ協会常務理事

成田市野球協会副理事長

勝浦市スポーツ協会副理事長
勝浦市野球協会会長

長狭剣友会会長
鴨川市体育協会剣道部理事

市原市バスケットボール協会理事長

松戸市レクリエーション協会

(一社)千葉県バスケットボール協会会長

(公財)千葉県スポーツ協会理事
千葉県野球協会副理事長
千葉県野球連盟常務理事



３　優秀スポーツ選手（個人）

番号 氏名 競技名 所属 大会名及び成績
受賞
回数

1 小坂井
 コサカイ

　智絵
 チ カ

陸上競技
成田高等学校3年
（受賞時：同2年）

第35回U20日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
兼香港2020アジアクロスカントリー選手権大会日本代表選手選考競技会
クロスカントリー競走U20女子6km　第1位　20.19

2

2 伊東
 イトウ　 リクヤ

　利来也 陸上競技 早稲田大学4年 第104回日本陸上競技選手権大会　男子400m　第1位　45.94 2

3 牧野
マキノ

　友哉
ユウヤ

陸上競技 四街道市立四街道西中学校3年
JOCジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会2020
男子棒高跳　第1位　4m50 1

4 藤井
フジイ

　清雅
セイガ

陸上競技 君津市立君津中学校3年
JOCジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会2020
男子100m　第1位　10.87 2

5 石井
イシイ

　優吉
ユウキチ

陸上競技 八千代松陰高等学校3年
JOCジュニアオリンピックカップ全国高等学校陸上競技大会2020
兼U20全国陸上競技大会　男子800m　第1位　1:50.21 1

6 村竹
ムラタケ

　ラシッド 陸上競技 順天堂大学1年
JOCジュニアオリンピックカップ全国高等学校陸上競技大会2020
兼U20全国陸上競技大会　男子110mH　第1位　13.28 2

7 松元
マツモト

　克央
カツヒロ

水泳 セントラルスポーツ
第62回日本選手権（25m）水泳競技大会　200m自由形　第1位　1:42.10　日本新
第62回日本選手権（25m）水泳競技大会　100m自由形　第1位　46.94 8

8 平井
ヒライ

　彬
アヤ

嗣
 ツグ

水泳 郵船ロジティクス（株） 第62回日本選手権（25m）水泳競技大会　1500m自由形　第1位　14:38.42 8

9 日高　大輝
ヒダカ　 ダイキ

体操競技 船橋市立船橋高等学校3年
2020年全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会
男子種目別あん馬　第1位　14.500 2

10 江俣　有寿彩
エマタ　　アズサ

体操競技 船橋市立船橋高等学校3年
2020年全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会
男子種目別つり輪　第1位　14.850 1

11 萱　和磨
カヤ　カズマ

体操競技 セントラルスポーツ（千葉県）
第74回全日本体操個人総合選手権兼
第74回全日本体操種目別選手権
男子個人総合　第1位　173.764

7

12 谷川　航
タニカワ ワタル

体操競技 セントラルスポーツ（千葉県）
第74回全日本体操個人総合選手権兼
第74回全日本体操種目別選手権
男子種目別平行棒　第1位　15.000

6

13 志々目
 シシメ

　愛
アイ

柔道 了德寺学園 グランドスラム・パリ2020　女子52㎏級　第3位 5

14 永山
ナガヤマ

　竜樹
リュウジュ

柔道 了德寺学園 グランドスラム・パリ2020　男子60㎏級　優勝 2

15 角田
 ツノダ

　夏実
 ナツミ

柔道 了德寺学園 グランプリ・テルアビブ　女子48㎏級　優勝 5

16
TUVAADORJ
 トワードルジ

BUKHCHULUUN
 ブフチョローン

レスリング 日本体育大学柏高等学校3年
2020風間杯第63回全国高等学校選抜レスリング大会
個人対抗戦　92kg級　第1位 2

17 吉岡
ヨシオカ

　詩
シイカ

果 スケート
植草学園大学附属高等学校3年
（受賞時：同2年）

令和元年度全国高等学校総合体育大会
第69回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会
フィギュアスケート競技　女子　第１位　111.58

2

18 吉岡
ヨシオカ

　和美
タカミツ

カヌー 千葉県立小見川高等学校2年

JOCジュニアオリンピックカップ　第16回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会
少年男子カヤックシングル1000m　優勝
JOCジュニアオリンピックカップ　第16回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会
少年男子カヤックシングル500m　優勝

1

19 本　一将
モト　カズマサ

空手道 （株）エージーピー
空手1プレミアリーグ パリ2020　男子形　第3位
空手1プレミアリーグ ザルツブルク2020　男子形　第1位 7

20 柳
ヤナギ ユウミ

　優海 テコンドー 世界テコンドー連盟デモンストレーションチーム
サテライトオフィスカップ　第14回全日本テコンドープムセ選手権大会・フリースタイルプムセ
Ｏ１７男子・最優秀賞、第１位 3

21 東島
ヒガシジマ セイヤ

　星夜 テコンドー 千葉県テコンドー協会
サテライトオフィスカップ　第14回全日本テコンドープムセ選手権大会・規定プムセ
Ｕ３０男子・第１位 4

22 森川
モリカワ

　遥
ハルナ

那 テコンドー 文教大学（5年）
サテライトオフィスカップ　第 1 回全日本テコンドープムセオンライン選手権大会・規定プムセ
Ｕ３０女子有段・第１位 1

23 大原
オオハラ

　洋人
ヒロト

サーフィン （一社）日本サーフィン連盟千葉東支部 ２０２０　JAPAN OPEN OF SURFBOARDS優勝 2

番号 氏名 競技名

12 谷川　航
タニカワ ワタル

体操競技

13 志々目
 シシメ

　愛
アイ

柔道

15 角田
 ツノダ

　夏実
 ナツミ

柔道

備考

優秀スポーツ選手として５年連続受賞

優秀スポーツ選手として５年連続受賞

優秀スポーツ選手として５年連続受賞

特別功労賞



４　優秀スポーツ選手（チーム）

番号 競技名 チーム名 選手名 大会名及び成績

1 レスリング 日本体育大学柏高等学校

高木　晟至（2年）
田南部　魁星（3年）
鶴屋　　怜（3年）
丸山　千恵蔵（3年）
佐々木　徳丸（3年）
合田　悠悟（3年）
TUVAADORJ BUKHCHULUUN（3年）
尾形　光俊（2年）
佐藤　大夢（2年）
有田　蒼生（3年）

2020風間杯第63回全国高等学校選抜レスリング大会
学校対抗戦　優勝

2 体操競技 東京学館高等学校

塙　颯香（3年）
大越　美杏（3年）
青木　萌（2年）
芹田　未果子（2年）
尾藤　由夏（3年）
遠藤　結菜（3年）

2020年全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会
女子団体総合　第1位　165.050


