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氏　名

宮本　宗雄 岐阜県バレーボール協会

昭和59年4月～平成29年3月

平成8年4月～現在

愛知　孝夫

功績事項

平成10年4月～平成18年3月

岐阜県バドミントン協会

スポーツ功労賞（7名）

平成25年4月～現在

平成17年4月～平成29年3月

平成29年4月～現在

向　　良廣 岐阜県軟式野球連盟

林　　憲　

民谷　千寿子

森　　清秀 岐阜県バドミントン協会
平成29年4月～現在

※著しく長期にわたり、優秀な選手（チーム）を育てた指導者

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

小栗　修司

県立岐阜商業高校バドミントン部顧問として指導にあたり、著しく長期にわたりイ
ンターハイ及び全国選抜大会で団体、個人で優勝・入賞するチーム・選手を育て
た。また、同氏に指導された多くの選手は国体で優勝・準優勝など輝かしい成績を
収めている。

※長期にわたり、全国的レベルのスポーツ大会に優勝、もしくは国際競技会に出場した

岐阜県バレーボール協会

功績事項

大橋　浩　

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

　選手、及び年度において国際競技会に入賞した選手

瑞浪市体育協会

田口福寿会スポーツ賞（2名）
功績事項

第37回世界新体操選手権大会 団体種目別 (ボール5) 優勝 (フープ3＆クラブ2)2位

平成18年4月～平成31年3月

特別優秀指導者賞（1名）

鈴木　歩佳

松原　梨恵

※本会の役員として会の発展に特に寄与された方

第37回世界新体操選手権大会 団体種目別 (ボール5) 優勝 (フープ3＆クラブ2)2位

平成11年4月～平成25年3月

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

平成25年4月～現在

平成13年4月～平成17年3月

功績事項

※本会加盟団体の役員として特に功労のあった方

特別優秀選手賞（16名）

平成19年2月～平成21年2月

山県市体育協会
平成17年4月～平成25年3月

平成21年2月～平成31年3月

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

昭和63年4月～平成8年3月

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

井上　拓哉

藤井　辰憲



氏　名

第80回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

2017ISSFジュニアワールドチャンピョンシップズール大会10mS60M 出場

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

2018　FISU　WORLDUNIVERSITY　SHOOTING　SPORT　CHAMPION　SHIP

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

高円宮牌2019日本リーグ　優勝

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

辻　健吾

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

高円宮牌2017男子日本リーグ　優勝

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

高島　寛司

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第80回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

石川　実咲

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

杉下　尚也

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

高円宮牌2017男子日本リーグ　優勝

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

高円宮牌2017男子日本リーグ　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

堀江　幸聖

第30回ユニバーシアード競技大会出場

第16回アジア選手権大会10ｍエア・ライフル男子立射60発競技 6位

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

　　　                マレーシア・クアラルンプール大会　10mAirRifle60M 5位

第78回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

第79回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

高円宮牌2019日本リーグ　優勝

平成25年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技　女子の部　優勝

第2回ユースオリンピック競技大会女子ホッケー競技　日本代表選手

遠藤　雅也

安藤　みなみ

上田　健太

山下　直人

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

中山　友博

第30回ユニバーシアード競技大会卓球競技　女子ダブルス3位　女子団体　準優勝

第92回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

池部　泰暢

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

2019年度　全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

坪内　萌花

功績事項



氏　名

チーム名

2019年度全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第93回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

千葉　健寛 永井　祐真 佐橋　翔太 落合　晴輝

福田　昇司

[井上　拓哉] [藤井　辰憲] ［池部　泰暢］ ［高島　寛司］

［辻　　健吾］ ［杉下　尚也］ ［中山　友博］ ［堀江　幸聖］

［上田　健太］ ［山下　直人］ （吉川　貴史） （山田　翔太）

（加藤　宏明） （田中　世蓮） （福田　健太郎）

チーム名

第80回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

佐々木　萌 松島　育美 今尾　明穂

［石川　実咲］ ［坪内　萌花］ （山本　由佳理） （阪口　真紀）

（小沢　菜々恵） （早戸　沙希） （内藤　夏紀） (一谷　麻実)

（永井　友理） （景山　　恵） (一谷　奈歩) （山下　留依）

（清水　美並） （要石　里沙子） （真野　由佳梨） （八木　麻理菜）

（小川　里佳） （永井　葉月） （瀬川　真帆） （星　希巳加）

チーム名

北河　拓実 井関　渉二 山田　　匠 宮原　正弥

北村　柊希 松本　幸也 杉山　大晟 杉山　広樹

太田　匡亮 丹羽　巧磨 長崎　隼人 前野　佑哉

横山　公一 川崎　龍人 野田　育臣 森　　涼堅

浅野　公貴 田中　玲也 福本　敦史 富田　善都

秋吉　洸希 後藤　　新 布施　亮太

構成メンバー

構成メンバー

※年度において、全国的レベルのスポーツ大会に優勝、もしくは国際競技会に出場したチームと選手

優秀チーム賞（1４チーム）・優秀選手賞（優秀チーム賞構成員83名）

朝日大学体育会ホッケー部

※[　]内の選手は特別優秀選手賞

功績事項

功績事項

構成メンバー

平成29年度全日本中学生ライフル射撃競技選手権大会 BRS60M 優勝

岐阜朝日クラブ

高円宮牌2019日本リーグ　優勝

第57回、第61回、第62回、第63回、第67回、第72回、第73回、第74回、国民体育大会賞受賞

　　　　　　　　　　　※カヌー　スラローム競技
加藤　哲平

松島　朔矢

第4回全日本小中学生ビームライフル射撃競技選手権大会

功績事項

第57回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　10ｍエア・ライフル　男子立射60発競技　優勝

第45回全日本ライフル射撃選手権大会　ビームライフル　少年立射60発競技　優勝　

ビームライフル少年男子立射60発競技　優勝

第38回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

ソニーHC BRAVIA Ladies

※(　)内の選手は特別優秀選手賞受賞済のため、今回は優秀選手賞の受賞はありません

功績事項



チーム名

チーム名

加藤　知秋 山本　　怜 加藤　杏華 德永　美子

［安藤　みなみ］

チーム名

三嶋　秀也 七野　開生 水野　友暉 柘植　　充

山岡　　黎 椙山　卓翔 根村　佳志

チーム名

チーム名

チーム名

チーム名

構成メンバー

棚瀬　義大 日比野　丈構成メンバー 安達　光伸

構成メンバー 三嶋　陸斗

済美高等学校　ライフル射撃部

（永田　吏玖）

構成メンバー 山田　崇太 河本　弦希

岐阜ライフルクラブ　アカデミーＡ

株式会社十六銀行　卓球部

ぎふジュニアボートクラブ

功績事項

功績事項

功績事項

構成メンバー

功績事項

田邉　伶奈 𠮷村　花香

森川　穂佳鈴木　美耶

永野　鈴夏

第19回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会　優勝

第67回全日本高等学校選手権競漕大会　優勝

令和元年度全国高等学校総合体育大会ボート競技　優勝　※全て男子舵手付きクオドルプル

功績事項

構成メンバー

構成メンバー

第54回全国都道府県対抗自転車競技大会　トラック・レース

４㎞チーム・パーシュート　優勝

平成30年度全国高等学校選手権大会ボート競技　優勝

功績事項

第19回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会

安達　光伸

第57回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　優勝　※全てビームライフル立射60発競技　女子団体

岐南工業高等学校　自転車競技部

ビームライフル立射60発競技　男子団体　優勝

令和元年度全国高等学校総合体育大会自転車競技

　　男子４㎞チーム・パーシュート　優勝

田中　雄大 塩谷　雅樹

功績事項

岐阜県選抜チーム

第69回全日本実業団卓球選手権大会　優勝

2019年度日本卓球リーグプレーオフＪＴＴＬファイナル４　優勝

加茂高等学校　ボート部

第30回全国高等学校選抜ボート大会　優勝

第39回全日本中学選手権競漕大会　ダブルスカル　優勝

2019年度前期日本卓球リーグ　優勝



チーム名

水　　渉夢 保木平　楓馬 三輪　和志 中澤　来星

村瀬　仁紀 岡田　惟吹 早川　佳吾 桂川　　晋

中村　海斗 揖斐　章裕 鈴木　祐稀 熊﨑　基記

板橋　海吏 土岐　学澄 佐藤　竜聖 田高　昇英

チーム名

小坂井　翼 梅村　晃平 田内　稜大 馬場　俊輔

勅使河原　明日架

チーム名

武藤　祐哉 加藤　颯人 川添　琉斗 大北　唯斗

安藤　謙心

チーム名

氏　名

2019年度全国センターファイヤーピストル射撃競技大会兼国体リハーサル大会

2019ISSFジュニアワールドカップ　ズール大会　出場　（ライフル射撃競技）高木　葵

石川　巧真

天皇賜盃第88回日本学生対校選手権大会　走高跳　優勝

若園　茜 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権大会　棒高跳　優勝

清水　達哉
　　センターファイヤーピストル60発競技　優勝

永井　琉貴

第38回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会　優勝
第19回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会　優勝竹智　友南

赤松　諒一

功績事項

功績事項

羽島北高等学校　フェンシング部

第43回全国高等学校選抜フェンシング大会　男子サーブル　優勝

第64回全国高等学校軟式野球選手権大会　優勝

第14回全国中学校選抜ボート大会　男子　シングルスカル　優勝

功績事項

構成メンバー

構成メンバー

構成メンバー

優秀選手賞（個人種目27名）

兼松　万綸

構成メンバー 世古　優哉

第14回全国中学校選抜ボート大会　女子　シングルスカル　優勝

岐阜聖徳学園高等学校　ボウリング部

安達　光伸

2019ジャパントラックカップ　男子ジュニアポイントレース　優勝

功績事項

田邉　伶奈

大垣南高等学校　フェンシング部

第65回全国高等学校フェンシング選手権大会学校対抗　男子　優勝

功績事項

文部科学大臣杯　第26回全国高等学校対抗　ボウリング選手権大会　男子の部　優勝

令和元年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技

平成30年度全国高等学校選抜自転車競技大会　優勝

    燃ゆる感動かごしま国体ライフル射撃競技リハーサル大会

中京学院大学附属　中京高等学校軟式野球部

第57回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
　　                   ビームライフル女子立射60発競技　優勝

令和元年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　優勝
                       ※全て3㎞個人パーシュート　

　　                   10ｍエア・ライフル女子立射60発競技　優勝
平野　真歩

河本　弦希
第5回全日本小中学生ライフル射撃競技選手権大会
　　                   ビームライフル少年男子立射60発競技　優勝

　　                   ※全てビームライフル女子立射60発競技　

2019年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会兼

村瀨　大和 平成30年度全国高等学校選抜自転車競技大会　ケイリン　優勝



氏　名

若原　琢磨
2019年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会
　　                   男子U17スクラッチ　優勝

若原　梨々花
2019JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会　
　                   　女子U17ポイントレース　優勝　

大野　風貴芽

功績事項

       三笠宮賜杯第66回全国高等学校レスリング選手権大会　女子68㎏級　優勝
2019年JOCジュニアオリンピックカップ　フェンシング競技U-20の部　優勝
2019年フェンシングジュニアワールドカップ　スペイン大会　団体　第4位
2019年フェンシングジュニア　アジアジュニア・カデ選手権大会

馬渕　詩
第30回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会　
　　                   女子シングルス　優勝

木村　萌那
平成30年度全国高等学校選抜大会　ボクシング競技　
　　                   女子ライト級　優勝

馬場　俊輔

藤井　奏楽
平成30年度JOCジュニアオリンピックカップ
第37回全国高等学校アーチェリー選抜大会　男女混合　優勝

2019年フェンシング　男女フルーレ・ジュニア・グアドループ国際大会

丸山　愛斗
風間杯第62回全国高等学校選抜レスリング大会
　　                   男子フリースタイル51㎏級　優勝

寺本　鈴
令和元年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会

　　                   女子500メートルタイムトライアル　優勝
2019年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ自転車競技大会
　　                   女子U17ケイリン　優勝
2019JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会　

平成30年度JOCジュニアオリンピックカップ
第37回全国高等学校アーチェリー選抜大会　男女混合　優勝

　　                   ジュニアU-20 団体優勝　U-17 団体優勝
2019年フェンシング世界ジュニア・カデ選手権大会（ポーランド）
　　                   ジュニアU-20 団体5位　U-17 個人9位

　　                   U-20の部　優勝　シニアの部3位

第14回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会
リカーブ中学生男子60ｍの部　決勝トーナメント　優勝
第28回全日本室内アーチェリー選手権大会　小中学生男子の部　優勝
第3回ISPS HANDA CUPアーチェリー大会　小中学生男子の部　優勝
第2回全日本ゴールデンエイジカップアーチェリー大会
兼 2020 年ＧＡ育成チーム選考会中学生女子の部　優勝
第9回東アジア空手道選手権大会　シニア男子団体組手　優勝
第16回アジアシニア空手道選手権大会　男子団体組手　3位
KARATE-1　プレミアリーグラバト2019　女子形　9位
KARATE-1　シリーズAモントリオール2019　女子形　7位

山中　乃絵留

斉藤　史弥

奥村　礼矢

和田　蒼

𠮷村　郁哉

田中　美佐稀


