
平　成　２４　年　

千葉県体育功労者等顕彰者一覧

千　葉　県　教　育　委　員　会



管内 番号 氏　　　名

葛南 1 伊藤　功司

葛南 2 竹田　　徹

葛南 3 松木　　新

東葛飾 4 星野　　榮

北総 5 寺内　　実

北総 6 菊地　謙治

東上総 7 鵜澤冨美雄

南房総 8 古泉多嘉夫

南房総 9 泉水　　正

南房総 10 鈴木　　正

県体協 11 有瀬　浩一

県体協 12 中䑓由紀夫

県レク 13 猿田　重昭

管内 番号 　代　表　者　 設　　立　　年 構　　　　　　　成

1 嶋村　清一 平成１３年 　　１団体　　　　　　　４６４人

2 斉藤　　守 昭和３７年 １３９団体　　　　　５，７０６人

3 井坂　公俊 昭和２３年 　　１団体　　　　　　　　７３人

4 御代川泰久 昭和３３年 　　１団体　　　　　　　１５２人

北総 5 伊東　秀郎 昭和３０年 　　１団体　　　　　　　　７２人

6 佐粧　良二 平成１８年 　２２団体　　　　　２，３３６人

7 河野　一雄 昭和３８年 　８８団体　　　　　３，６０２人

県体協 8 川畑　富保 昭和２７年 　２８団体　　　　７９，８００人

千葉市 9 結城　幸雄 平成１８年 　　１団体　　　　　　　４７４人

県レク 10 松戸　良一 昭和５７年 　　５団体　　　　　　　１７５人

広域 11 飯塚　教夫 昭和４６年 １５支部５９９チーム１５，０７９人

柏市レクリエーション協会

特定非営利活動法人
千葉県少年野球連盟

葛南

東葛飾

南房総

鎌ヶ谷市柔道連盟

四街道剣友会

南房総市体育協会

市原市野球協会

一般財団法人千葉県剣道連盟

特定非営利活動法人
幕張西スポーツクラブ

柏市陸上競技協会

特定非営利活動法人
習志野ベイサイドスポーツクラブ

船橋市サッカー協会

・鋸南町体育協会会長

・県レクリエーション協会常任理事
・四街道市レクリエーション協会理事長

・千葉県バドミントン協会会長

・公益社団法人千葉県サッカー協会専務理事

１　地方体育振興功労者

・ＮＰＯ法人我孫子市体育協会会長

・成田市陸上競技協会名誉会長
・成田高校成邸クラブ副会長

・印西市体育協会会長　　　・印旛郡市体育協会副会長　　・印旛沼土地改良地区理事
・印西市総合計画審議会委員

・白子町体育協会会長　　　・長生郡体育協会会長
・白子町イカダのぼり大会実行委員

・千葉県空手道連盟常任理事
・(有)ＴＫコーポレーション取締役会長

・公益財団法人市原市体育協会副会長
・市原市スポーツ少年団本部長

２　社会体育優良団体

団　　体　　名

現　　　　　役　　　　　職

・船橋市クレー射撃協会会長
・船橋市体育協会理事

・習志野市体育協会副会長　・習志野市剣道連盟理事長
・千葉県剣道連盟常任理事

・浦安雄武剣友会　副会長　・浦安市剣道連盟理事
・浦安市体育協会　理事



番号 氏　　　　　　名 競技名 大会名及び成績

1 一ノ宮 　翔 陸上競技
JOCジュニアオリンピックカップ日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会
男子2000m障害　第1位　6分01秒31

2 板鼻　航平 陸上競技
平成24年度全国高等学校総合体育大会秩父宮賜杯
第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
男子400m　第1位　47秒55

3 大利　久美 陸上競技

第96回日本陸上競技選手権大会
第30回オリンピック代表選手選考競技会
女子　20km競歩　第1位　1時間29分48秒
第30回オリンピック競技大会女子　20km競歩　出場

4 小田嶋　怜美 陸上競技 日本ジュニア室内陸上大阪大会女子棒高跳　第1位　3m70cm

5 川﨑　真裕美 陸上競技 第30回オリンピック競技大会女子　20km競歩　出場

6 清水　友紀 陸上競技 第6回日本ユース陸上競技選手権大会　女子400ｍハードル　第1位

7 鈴木　雄介 陸上競技 第30回オリンピック競技大会男子20km競歩　出場

8 染谷   　翔 陸上競技 第58回全日本中学校通信陸上競技大会男子共通200m　第1位　22秒19

9 髙瀬   　慧 陸上競技
第96回日本陸上競技選手権大会
第30回オリンピック代表選手選考競技会男子　200m　第1位　20秒42
第30回オリンピック競技大会男子200m　,4×400mＲ　出場

10 髙平　慎士 陸上競技 第30回オリンピック競技大会男子200m　，4×100ｍＲ　出場

11 髙政　知也 陸上競技 日本ジュニア室内陸上大阪大会ジュニア男子走幅跳　第1位　7m49

12 田中　佳祐 陸上競技
第96回日本陸上競技選手権大会第30回オリンピック代表選手選考競技会
男子1500m　第1位　3分45秒49

13 梨本　真輝 陸上競技 日本ジュニア室内陸上大阪大会男子ジュニア60m　第1位　6秒77

14 新谷　仁美 陸上競技

第26回福岡国際クロスカントリー大会シニア女子6km　第1位　20分18秒
第96回日本陸上競技選手権大会
第30回オリンピック代表選手選考競技会女子　5000m　1位　15分17秒92
第30回オリンピック競技大会女子　10000m　出場女子　5000m　出場
第67回国民体育大会陸上競技成年女子5000ｍ第1位

15 前田　恋弥 陸上競技 日本ジュニア室内陸上大阪大会男子中学800m　第1位　1分57秒76

16 間中　太亮 陸上競技 日本ジュニア室内陸上大阪大会男子中学走幅跳　第1位　6m93

17 宮崎　佑喜 陸上競技
第43回ジュニアオリンピックカップ陸上競技大会
クラスＢ　1500ｍ　第1位

18 村上　康則 陸上競技 第47回千葉国際クロスカントリー大会一般男子4km　第1位　11分54

19 森岡　絋一朗 陸上競技 第30回オリンピック競技大会男子50km競歩　出場

20 毛呂　泰紘 陸上競技
平成24年度全国高等学校総合体育大会
秩父宮賜杯第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
男子走幅跳　第1位　7m53

21 吉田　有伯 陸上競技
第43回ジュニアオリンピックカップ陸上競技大会
クラスＣ　１００ｍ　第1位

22 吉田　文代 陸上競技
第96回日本陸上競技選手権大会
第30回オリンピック代表選手選考競技会女子　三段跳　第1位　12m98

23 伊木　嵩博 水泳競技
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
11～12　男子100mバタフライ　第1位　59秒65

24 伊藤　華英 水泳競技 第３０回オリンピック競技大会女子自由形・女子リレー　出場

25 岡島　太一 水泳競技
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
飛込競技　男子　16-18　高飛込　第1位

26 小日向　一輝 水泳競技
ジュニアパンパシフィック選手権大会
100m平泳ぎ　第2位　1分2秒45　200m平泳ぎ　第2位　2分13秒13

３　優秀スポーツ選手(個人)



番号 氏　　　　　　名 競技名 大会名及び成績

27 徳永　彩花 水泳競技
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
11～12　女子50m平泳ぎ　第1位　33秒22

28 萩原　菜奈 水泳競技
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
13-14　女子200m個人メドレー　第1位（大会新）2分15秒19
400m個人メドレー　第1位　4分44秒71

29 樋口　恵夢 水泳競技

平成24年度全国高等学校総合体育大会
第80回日本高等学校選手権水泳競技大会
女子200m個人メドレー　第1位　2分12秒00（高校新・大会新）
女子400m個人メドレー　第1位　4分42秒00
ジュニアパンパシフィック選手権大会
女子800mリレー　第3位　第4泳者　8分04秒80
第67回国民体育大会水泳競技少年女子Ａ　400ｍ個人メドレー　1位

30 平井　健太 水泳競技

第３５回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
CS　男子100m自由形　第1位　49秒49（高校新）
第３５回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
CS　男子50m自由形　第1位　23秒25
ジュニアパンパシフィック選手権大会
男子200mバタフライ　第1位　１分５７秒40（大会新）
男子400mリレー　第3位　第２泳者　3分21秒34
男子800mリレー　第1位　第２泳者　7分18秒59
男子400mメドレーリレー　第1位　第４泳者　3分37秒67
平成24年度全国高等学校総合体育大会
第80回日本高等学校選手権水泳競技大会
男子100mバタフライ　第1位　53秒48
第67回国民体育大会水泳競技少年男子Ａ200ｍバタフライ　第1位

31 平井　康翔 水泳競技 第３０回オリンピック競技大会男子10kmマラソン　出場

32 藤井　拓郎 水泳競技
第３０回オリンピック競技大会
男子400mメドレーリレー　第2位　男子100mバタフライ　出場

33 松島　美菜 水泳競技 第３０回オリンピック競技大会女子100m平泳ぎ　出場

34 松元　克央 水泳競技 第67回国民体育大会水泳競技少年男子Ｂ100ｍ自由形　第1位

35 茂木　美桜 水泳競技 第67回国民体育大会水泳競技成年女子200ｍ個人メドレー第1位

36 山中　祥輝 水泳競技
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
CS　男子100m平泳ぎ　第1位　1分01秒94

37 湯原　利佳 水泳競技
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
13-14　女子100m背泳ぎ　第1位　1分02秒93

38 渡邉　一樹 水泳競技 第３０回オリンピック競技大会男子100m・200m背泳ぎ　出場

39 岩井　真優 テニス ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権’12　14才以下女子シングルス　優勝

40 高雄　恵利加 テニス ニッケ全日本テニス選手権８７ｔｈ女子シングルス　優勝

41 宮本　大勢 テニス ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権’12　14才以下男子シングルス　優勝

42 今林　開人 体操
2012環太平洋選手権大会体操競技　男子ジュニア種目別　ゆか　第5位　13.975　あ
ん馬　第1位　14.850　平行棒　第3位　14.125　鉄棒　第1位　14.125　個人総合　第1
位　84.900

43 加藤　凌平 体操 第30回オリンピック競技大会　体操競技男子団体　第2位

44 鈴木　大介 体操 第28回全国高等学校体操競技選抜大会　鉄棒　優勝

45 谷川   　翔 体操
平成24年度全国中学校体育大会第43回全国中学校体操競技選手権大会個人種目
別　ゆか　第1位　19.675

46 早坂　尚人 体操 第28回全国高等学校体操競技選抜大会　ゆか　優勝

47 早坂　航太 体操 第28回全国高等学校体操競技選抜大会　あん馬　優勝

48 野々村　晃司 体操
2012環太平洋選手権大会体操競技　男子ジュニア種目別　ゆか　第1位　14.575　あ
ん馬　第5位　13.700　つり輪　第4位　13.925　跳馬　第8位　14.775　平行棒　第6位
13.675　鉄棒　第2位　13.975



番号 氏　　　　　　名 競技名 大会名及び成績

49 須崎　優衣 レスリング
平成２４年度沼尻直杯第３８回全国中学生レスリング選手権大会
女子の部34ｋｇ級第１位

50 霜出　佳奈 ボウリング 第12回世界ユースボウリング選手権大会女子シングルス戦　第5位

51 向谷　美咲 ボウリング

文部科学大臣杯争奪第50回全日本ボウリング選手権大会
個人総合　第1位　3,971マスターズ戦　優勝　2,683
第67回国民体育大会ボウリング競技成年女子個人戦第1位
第12回世界ユースボウリング選手権大会女子2人チーム戦　第2位

52 青山　敬志 ライフル射撃
平成24年度第50回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
男子10mエアライフル立射60発　第1位

53 秋葉　美樹 ライフル射撃 第67回国民体育大会ライフル射撃競技成年女子50m3×20ｗ第1位

54 井桁　孝浩 カヌー 世界カヌーポロ選手権大会

55 井上　   肇 カヌー 世界カヌーポロ選手権大会

56 宇野　愛里 カヌー 平成24年度日本カヌーポロ選手権大会　優勝　チーム名「CFpeach」

57 小倉　誉史 カヌー 2012カヌースラロームジュニア＆U23世界選手権大会　出場

58 勝見　多紀 カヌー 平成24年度日本カヌーポロ選手権大会　優勝　チーム名「CFpeach」

59 髙橋　麻衣子 カヌー 平成24年度日本カヌーポロ選手権大会　優勝　チーム名「CFpeach」

60 中村　　 綾 カヌー 平成24年度日本カヌーポロ選手権大会　優勝　チーム名「CFpeach」

61 藤井　单帆 カヌー
JOCジュニアオリンピックカップ
平成24年度全国中学生カヌー大会スラローム女子　優勝

62 北村　麻弥 カヌー 平成24年度日本カヌーポロ選手権大会　優勝　チーム名「CFpeach」

63 山﨑　秋良 カヌー 世界カヌーポロ選手権大会

64 山下　明範 カヌー 世界カヌーポロ選手権大会

65 齋藤　奨司 ボクシング 第67回国民体育大会ボクシング競技少年男子フライ級第1位

66 吉田　真也 銃剣道 第24回全国高校生銃剣道大会男子個人戦1年生の部第1位

67 秋本　啓之 柔道 ワールドマスターズ・アルマティ　73kg級　第3位

68 石川　裕紀 柔道 ベルギー国際大会　男子60kg級　第２位

69 加藤　博剛 柔道
全日本柔道選手権大会　優勝
全日本選抜柔道体重別選手権大会　男子90kg級　優勝

70 佐藤　愛子 柔道
ワールドマスターズ・アルマティ女子57kg級　第3位
グランドスラム・パリ　女子57kg級　第2位

71 田中　美衣 柔道
ワールドマスターズ・アルマティ女子63kg級　第2位
グランドスラム・パリ　女子63kg級　優勝
ワールドカップ・ブタペスト　女子63kg級　優勝

72 西田　優香 柔道
ワールドマスターズ・アルマティ女子52kg級　優勝
グランドスラム・パリ　女子52kg級　優勝
アジア柔道選手権大会　女子52kg級　優勝

73 濵口　   光 柔道 東アジア選手権大会　女子48kg級　第３位

74 平岡　拓晃 柔道
第30回オリンピック競技大会男子60kg級　第2位
全日本選抜体重別選手権大会　60kg級　優勝
ワールドマスターズ・アルマティ　60kg級　第3位

75 福見　友子 柔道

第30回オリンピック競技大会女子48kg級　第5位
ワールドマスターズ・アルマティ女子48kg級　優勝
グランドスラム・パリ　女子48kg級　優勝
全日本選抜体重別選手権大会　女子48kg級　優勝

76 ベイカー　茉秋 柔道
第34回全国高等学校柔道選手権大会　男子90kg級　優勝
平成24年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会
第61回全国高等学校柔道大会　男子個人90kg級　第1位



番号 氏　　　　　　名 競技名 大会名及び成績

77 渡邉　美奈 柔道 東アジア選手権大会　女子78kg級　第３位

78 冨永　弥玖 馬術
第36回全日本ジュニア障害馬術大会
2012チルドレンライダー障害飛越選手権　第1位

79 鷹見　由紀子 剣道 第15回世界剣道選手権大会　女子団体戦　優勝

80 大黑田　裕芽 ラグビー
ラグビーワールドカップセブンス2013アジア地区予選会
兼アジアウィメンズセブンスチャンピオンシップ第3位

81 池澤　元太 空手道 はまなす杯第６回全校中学生空手道選抜大会　１年男子組手 優勝

82 根本　敬介 空手道
公益社団法人　日本空手協会　内閣総理大臣杯
第55回　全国空手道選手権大会　個人戦男子・組手の部・優勝

83 本　　 一将 空手道
公益社団法人　日本空手協会　内閣総理大臣杯
第55回　全国空手道選手権大会　　個人戦高校生男子・形の部・優勝

84 黒岩　夏海 弓道
第9回全国中学生弓道大会
JOCジュニアオリンピックカップ大会個人競技　女子の部　優勝

85 大崎　裕太 バスケットボール 第22回FIBA　ASIA　U-18男子バスケットボール選手権大会　出場

86 赤穂　さくら バスケットボール 第2回FIBA U-17女子バスケットボール世界選手権大会　出場

87 柏谷　大樹 ヨット
第１０回　全国中学校ヨット選手権大会
シーホッパー級ＳＲ　男子の部　優勝

88 飯田　   譲 山岳 世界ユース選手権シンガポール大会リード男子ユースB　第6位

89 菊沢　   絢 山岳 第15回JOCジュニアオリンピック大会リード女子アンダーユースＢ　第1位

90 上田　   藍 トライアスロン 第30回オリンピック競技大会女子トライアスロン　出場

91 細田　雄一 トライアスロン 第30回オリンピック競技大会男子トライアスロン　出場

92 皆川　夏穂 新体操
平成24年度全国中学校体育大会第43回全国中学校新体操選手権大会
個人総合　第1位　43.750　個人種目別　リボン　第1位　22.050

93 荒谷　友碩 太極拳
第20回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
総合太極拳第1位42式太極剣第1位
第4回世界ジュニア武術選手権大会太極拳第2位　太極剣第3位



番号 チーム 競技名 選手名 大会名及び成績

1 市原市立ちはら台单中学校 陸上競技
松本　理夏子(3年)       川奈部　真由(3年)
富濱　みよこ(3年)        濱井　美单(2年)
金成　りょう(3年)          塚本　梨乃(2年)

平成24年度全国中学校体育大会
第39回全日本中学校陸上競技選手権
女子4×100mリレー　第1位　48秒14

2 市原市立ちはら台单中学校 陸上競技
松本　理夏子(3年)      川奈部　真由(3年)
富濱　みよこ(3年)       濱井　美单(2年)
金成　りょう(3年)         塚本　梨乃(2年)

第58回全日本中学校通信陸上競技大会
女子共通4×100mリレーランキング　第1位　48秒39

3 CACスイミングスクール 水泳競技

塚本　真由
受賞時：大網白里町立増穂中学校2年
シュレスタ　凪彩
受賞時：千葉市立天戸中学校3年

第15回13-15歳ソロ・デュエット大会　第1位

4 セントラルスポーツ 水泳競技
金戸　華（日出学園中学校2年）
岩崎　莉奈(東海大付属浦安高校3年)

第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大
会
飛込競技女子　シンクロ飛板　第１位

5 千葉商科大学付属高等学校 水泳競技

平井　健太（3年）
安田　純輝（3年）
石橋　翔（2年）
松元　克央（1年）

平成24年度全国高等学校総合体育大会
第80回日本高等学校選手権水泳競技大会
男子400mリレー　第1位　3分25秒49

6 東海大学付属浦安高等学校 柔道

ベイカー　茉秋   (受賞時：2年)
石神　大志         (受賞時：2年)
鎌田　嵩平         (受賞時：2年）
女良　魁斗         (受賞時：2年)
ウルフ　アロン    (受賞時：2年)
折原　虹之介     (受賞時：1年)

第34回全国高等学校柔道選手権大会　第1位

7 東海大学付属浦安高等学校 柔道
ウルフ　アロン（2年）   石神　大志（3年）
鎌田　嵩平（3年）       ベイカー　茉秋（3年）
女良　魁斗（2年）       村田　大祐（1年）

平成24年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会
第61回全国高等学校柔道大会男子団体　優勝

8 千葉県少年男子 柔道

石神　大志　　　　（東海大学付属高校）
ウルフ　アロン　　（東海大学付属高校）
ベイカー　茉秋　  （東海大学付属高校）
鎌田　嵩平         （東海大学付属高校）
青木　大            （習志野市立習志野高校）

第67回国民体育大会柔道競技少年男子　第1位

9 東京学館浦安中学校 テニス

大河　真由（3年）          矢野　伽单子（3年）
金澤　あすみ（3年）       都筑　はるな（1年）
佐藤　光（1年）             力石　優衣（2年）
友田　朱音（3年）          立山　里菜（1年）
若月　紀夏（1年）          田積　里沙（3年）

第39回全国中学生テニス選手権大会女子団体戦　優勝

10 千葉県成年男子チーム 体操競技

野々村　笙吾           (順天大学）
今林　開人              （順天堂大学）
星　陽輔        （セントラルスポーツクラブ）
斉藤　優祐              （徳洲会体操クラブ）

第67回国民体育大会体操競技成年男子団体　第1位

11
船橋市立船橋高等学校
体操クラブ

体操競技
鈴木　大介（3年）　　　　　野々村　晃司（3年）
早坂　尚人（2年）　　　　　谷川　　　航（1年）

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
２０１２全日本ジュニア体操競技選手権大会
男子　　団体総合　　優勝

12 柏レイソルU-18 サッカー

中村　航輔（3年）     堤　勇人（3年）
御牧　建吾（3年）     新籐　菜央（3年）
小林　祐介（3年）     秋野　央樹（3年）
吉川　修平（3年）     中川　寛斗（3年）
川島　章示（3年）     木村　裕（3年）
平久　将土（3年）     伊藤　光輝（3年）
栁澤　翔人(2年)      白井　永地(2年)
堀越　瑛斗(2年)      伊藤　俊祐(2年)
龍野　一樹(2年)      宮澤　弘(2年)
大野　嵩仁(2年)      中谷　進之介(2年)
木村　真(1年)         中込　暁(2年)
中山　雄太(1年)      手塚　康平(1年)
麦倉　捺木(1年)      大島　康樹(1年)
山本　健司(1年)      上島　拓巳(1年)
国本　魁人(1年）     宇野木　悠佑(1年)

adidas　CUP 2012
第36回日本クラブユースサッカー選手権
(U-18)大会　優勝

３　優秀スポーツ選手(団体)



番号 チーム 競技名 選手名 大会名及び成績

13 千葉県本部 空手道
平野　将義（富津市立富津中学校　3年）
本　　龍二（千葉市立蘇我中学校　3年）
水谷　綾真（千葉市立みつわ台中学校　2年）

文部科学大臣杯
第55回小学生・中学生全国空手道選手権大会
団体戦　中学生男子の部　優勝

14 松戸市立第六中学校 弓道
三島　祐悟（3年）　　　鈴木　勝大（3年）
松浦　　 琢（3年）　　　杉田　智哉（2年）

第９回全国中学生弓道大会
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会
団体競技　男子の部　優勝

15 千葉県少年女子チーム 山岳
飯田　あづみ      （県立幕張総合高校）
竹内　彩佳        （渋谷教育学園幕張高校）

第67回国民体育大会山岳競技
少年女子リード第1位少年女子ボルダリング　第1位

16 千葉県少年チーム 馬術
林　義昌     （県立多古高校）
林　美伽     （香取市立栗源中学校）

第67回国民体育大会馬術競技少年リレー　第1位

17 千葉県立成田国際高等学校 少林寺拳法
松川　風美香（3年）
伊藤　あさひ（3年）

第39回全国高等学校少林寺拳法大会女子組演武　第1位

18 志学館高等部 少林寺拳法
田浦　翔太（３年）       下坂　匠（３年）
相川　卓哉（３年）       松本　成月（３年）
宮下　昌己（３年）       駒倉　健太郎（３年）

第39回全国高等学校少林寺拳法大会男子団体演武　優勝

番　号 氏　　　　名 競技名

1 森岡　紘一朗 陸上競技

2 伊藤　華英 水泳競技

3 向谷　美咲 ボウリング

4 西田　優香 柔道

5 平岡　拓晃 柔道

6 福見　友子 柔道

特別功労賞

備考

平成２０年より平成２４年まで優秀スポーツ選手として　５年連続受賞


