
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方体育振興功労者・・・・・・１６名

優秀スポーツ選手（個人）・・

特別功労者    ・・・・・・

宇賀  博（船橋市）  鎌形  勇（市川市）

佐野 直之（我孫子市）三橋 啓一郎（成田市）

秋葉 精一（横芝光町）平野 正明（富津市）

河村 一夫（県体協）  関口  薫（県体協）

地方体育振興功労者 

●船橋市馬術協会      ●NPO
●柏市卓球連盟          ●日本ヘルスバレーボール連盟

●成田市バスケットボール協会 
●栄町陸上専門部        ●大多喜町少年柔道クラブ

●鴨川市弓道会          ●小糸レインボークラブ

●千葉県テニス協会  ●習志野市レクリエーション協会

社会体育優良団体 

優秀スポーツ選手（個人）

組織的・計画的にスポーツ活動を行い、スポーツ活動の日常化と普及

を積極的かつ協力的に推進している団体

平成 25 年に開催された全国大会において第

活躍された方（団体） 

新井 拓磨(陸上)  梅原 遥奈(陸上） 大森

澤野 大地(陸上) 杉村 奏笑(陸上) 鈴木

戸邉 直人(陸上) 本田隼二郎(陸上) 前田

稲田 法子(水泳) 小日向一輝(水泳) 白井早弥香

平井 健太(水泳) 平井 康翔(水泳) 藤井

茂木 美桜(水泳) 藪 美涼(水泳) 湯原 

竹内菜々花(ﾃﾆｽ) 藤岡 佑(ﾃﾆｽ) 宮本 愛弓

加藤 凌平(体操) 萱 和磨(体操) 杉本海誉斗

湯浅 賢哉(体操) 河崎羽珠愛(新体操) 早川さくら

 
・・・・・・１６名    社会体育優良団体 ・・・・・１

優秀スポーツ選手（個人）・・ １１９名    優秀スポーツ団体 ・・・・・

・・・・・・  ２名 

勇（市川市）  柴田 史香（習志野市） 安田

啓一郎（成田市） 髙石 惣一郎（佐倉市） 板橋

正明（富津市）   大川 京子（市原市）   三浦

薫（県体協）   福井 智子（千葉市）   大木

 地域スポーツの健全な普及発展に貢献し、顕著な功績をおさめた方

NPO 法人習志野中央スポーツクラブ"  
日本ヘルスバレーボール連盟  

  
大多喜町少年柔道クラブ 
小糸レインボークラブ 
習志野市レクリエーション協会 

優秀スポーツ選手（個人） 

組織的・計画的にスポーツ活動を行い、スポーツ活動の日常化と普及

を積極的かつ協力的に推進している団体 

年に開催された全国大会において第 1 位をおさめた方（団体）、もしくは国際大会に出場

大森 郁香(陸上） 尾西 美咲(陸上)  小野 翼(陸上) 川上

鈴木 雄介(陸上) 髙瀬 慧(陸上) 髙平 慎士(陸上) 

前田 恋弥(陸上) 松﨑 璃子(陸上) 宮﨑 諒也(陸上)

白井早弥香(水泳) 寺村 美穂(水泳) 徳永 彩花(水泳)

藤井 拓郎(水泳) 松元 克央(水泳) 三島 嶺(水泳) 

 利佳(水泳) 石井 涼太(ﾃﾆｽ) 大河 真由(ﾃﾆｽ) 小林

愛弓(ﾃﾆｽ) 村松 千裕(ﾃﾆｽ) 村松 陸(ﾃﾆｽ) 吉村 大生

杉本海誉斗(体操) 谷川 翔(体操) 谷川 航(体操) 野々村笙吾

早川さくら(新体操) 皆川 夏穂(新体操) 砂川 航祐

・・・・・１１団体 
・・・・・１９団体 

 富士雄（野田市） 
  睦（印西市） 
 英喜（館山市） 
 潤子（県ﾚｸ協） 

地域スポーツの健全な普及発展に貢献し、顕著な功績をおさめた方 

組織的・計画的にスポーツ活動を行い、スポーツ活動の日常化と普及

位をおさめた方（団体）、もしくは国際大会に出場し

川上 拓也(陸上)  

 田中 佳祐(陸上) 

) 村山 結子(陸上) 

) 樋口 恵夢(水泳)  

 持田 早智(水泳)  

小林 紀輝(ﾃﾆｽ) 

大生(ﾃﾆｽ)  

野々村笙吾(体操) 

航祐(ﾚｽﾘﾝｸﾞ)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

成田高等学校(陸上競技) 国民体育大会水泳競技千葉県少年女子 B400m フリーリレー(水泳) 

国民体育大会水泳競技千葉県少年女子 B400m メドレーリレー(水泳)  

国民体育大会ソフトテニス競技千葉県成年女子(ソフトテニス) 東京学館浦安中学校(テニス)  

国民体育大会柔道競技千葉県成年女子(柔道) 船橋市立船橋高等学校(体操競技)  

国民体育大会体操競技千葉県少年男子(体操競技) 昭和学院高等学校(新体操) 千葉黎明高等学校(アーチェリー)  

千葉県ボウリング連盟(ボウリング) 千葉県立成田国際高等学校(少林寺拳法) 大日道院拳友会(少林寺拳法)  

千葉県女子組手団体(空手道) 濤心館本部(空手道) 千葉ファイターズ(野球) 千葉マリーンズ(野球) 

髙安 直人(ﾚｽﾘﾝｸﾞ) 宮原 将裕(ﾚｽﾘﾝｸﾞ) 霜出 佳奈(ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ) 向谷 美咲(ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ) 赤坂 美樹(ﾗｲﾌﾙ射撃) 

鈴木 若葉(ﾗｲﾌﾙ射撃) 伊藤 翔紀(ｶﾇｰ) 穂積 玲奈(ｶﾇｰ) 安藤美希子(ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ) 松本 潮霞(ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ) 

林田 翔太(ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ) 秋本 啓之(柔道) 泉 真生(柔道) 太田 慶一(柔道) 上川 大樹(柔道) 川端 龍(柔道)  

志々目 徹(柔道) 下和田翔平(柔道) 西田 優香(柔道) ヌンイラ華蓮(柔道) 六郷 雄平(柔道) 林 忠寛(馬術) 

林 美伽(馬術) 福島 勇(馬術) 水山 大輔(馬術)  岩切 勇磨(剣道) 溝口 礼菜(ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ) 鴨川 実歩(ｻｯｶｰ)  

佐藤 瑞夏(ｻｯｶｰ) 菅澤優衣香(ｻｯｶｰ) 松本真未子(ｻｯｶｰ) 山根恵里奈(ｻｯｶｰ) 池澤 海(空手道) 植草 歩(空手道) 

久住呂有紀(空手道) 澤江 優月(空手道) 椎名 舞(空手道) 田口 聡珠(空手道) 平野 将義(空手道) 

本 龍二(空手道) 青木 太一(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 赤穂さくら(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 赤穂ひまわり(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)  

平良 彰吾(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 中村 美羽(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 林 祐太郎(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 水野妃奈乃(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 

植松 春貴(相撲) 白石 雅仁(相撲) 手計富士紀(相撲) 加藤 貴之(野球) 幸松 司(野球) 田中 健(野球) 

栗本 武典(自転車) 小島 蓉子(自転車)  中村 妃智(自転車) 菊沢 絢(山岳) 島谷 尚季(山岳)  

清水 夏子(山岳) 上田 藍(ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ) 佐藤 志帆(ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ) 荒谷 友碩(太極拳) 宍倉 玲亜(太極拳)  

山本 千夏(太極拳) 中元 南(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)佐古 瑞季(ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ) 

優秀スポーツ選手（団体） 

特別功労賞 
上田 藍（トライアスロン）【優秀スポーツ選手として１０回受賞】 
藤井 拓郎（水泳）【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】 

今後益々の御活躍を祈念いたします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

氏 名 功 績 
市口 侑果 第 14 回 世界女子ソフトボール選手権大会 優勝 

ベイカー 茉秋 世界柔道選手権 2014 ﾁｪﾘｬﾋﾞﾝｽｸ大会 男子団体 優勝 

齊藤 優佑 第 17 回アジア競技大会 体操競技 男子団体総合優勝 

上田 藍 第 17 回アジア競技大会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 女子個人/混合リレー 優勝 

佐藤 優香 第 17 回アジア競技大会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 混合リレー 優勝 

萩澤 正太 第 17 回アジア競技大会 ラグビー 男子７人制  優勝 

氏 名 現住所 主 要 経 歴 
中䑓 由紀夫 千葉市稲毛区 公益社団法人千葉県サッカー協会理事等 
松野  昌司 船橋市 船橋市野球協会副理事長等 
常澄  忠男 市原市 公益財団法人市原市体育協会副理事長等 
渡辺 志げ子 千葉市稲毛区 千葉市スポーツ振興会連絡協議会会長等 
沓掛  忠夫 柏市 柏市体育協会顧問等 

団体名 設立年月 代表者氏名 
NPO 法人ニッポンランナーズ 平成１３年１２月 金  哲彦 
NPO 法人習志野イースタンスポーツクラブ 平成１５年５月 髙梨 泰一 
館山剣道連盟 昭和３０年４月 中西 安廣 
船橋サッカー協会 昭和３７年４月 斉藤  守 
鎌ケ谷市野球協会 昭和４３年４月 石井 一美 

氏   名 現住所 スポーツ推進委員の歴 
幹  光子 市川市 昭和５３年～現在  市川市スポーツ推進委員 
渡邉 千代美 船橋市 昭和５９年～現在  船橋市スポーツ推進委員 
木村 保史 富津市 昭和４８年～現在  富津市スポーツ推進委員 
細矢 光男 勝浦市 昭和６３年～現在  勝浦市スポーツ推進委員 

生涯スポーツ功労者 平成 26 年 10 月 10 日（金）文部科学省中央合同庁舎 

生涯スポーツ優良団体 平成 26 年 10 月 10 日（金）文部科学省中央合同庁舎 

スポーツ推進委員功労者 平成 26 年 9 月 25 日（木）盛岡市アイスアリーナ 

平成 27 年 1 月 8 日に県庁 1 階

の県民ホールにおいて、平成 26
年に開催された世界選手権大会

及びアジア競技大会において日

本代表として出場し、優勝した

千葉県ゆかりの 6 選手に「千葉

県知事賞」を授与しました。 


