
氏　名

多治見市体育協会 理事

副会長

会長

近藤　良三 （一財）恵那市体育連盟 会長

松村　多美夫 本巣市体育協会 会長

本巣市体育協会 副会長

理事長

不破郡体育協会 理事

岐阜県バスケットボール協会 理事

副理事長

岐阜県柔道協会 理事

副会長

岐阜県柔道協会 理事

常任理事

副会長 平成25年～現在

岐阜県柔道協会 理事

常任理事

副会長

岐阜県柔道協会 理事

理事長

岐阜県軟式野球連盟 理事

副理事長

平光　丈夫 岐阜県軟式野球連盟 理事

岐阜県バレーボール協会 理事

常任理事

岐阜県バレーボール協会 理事

常任理事

梶田　和彦 岐阜県ラグビーフットボール協会 理事

岐阜県ラグビーフットボール協会 理事

会計幹事

氏　名

片田　泰郎

日下部　光

高橋　弘二
平成3年～平成12年

平成13年～現在

平成5年～平成18年
田口　正芳

平成16年～現在

横山　利春

平成5年～平成20年

平成20年～平成25年

平成25年～現在

藤本　正
平成13年～平成19年

平成19年～現在

長谷川　勝彦
平成18年～現在

10年以上にわたり、全国的レベルの大会に入賞する選手を育てた。

特別優秀指導者賞（２名）

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

功績事項

平成25年～現在

平成16年～平成17年

平成2年～平成3年

スポーツ功労賞（１６名）

平成17年～平成25年

平成9年～平成13年

※著しく長期にわたり、優秀な選手(チーム)を育てた指導者。

※本会の役員として会の発展に特に寄与された方

中嶋　光男

谷口　満
平成10年～平成19年

平成20年～平成24年

平成5年～現在

平成5年～平成25年

平成5年～現在

大門　秀樹
平成5年～平成16年

10年以上にわたり、全国的レベルの大会に入賞する選手を育てた。

平成14年～平成26年

石崎　徹
昭和63年～平成14年

平成14年～現在

田中　春雄

鈴木　幸廣

伊藤　誠剛
平成6年～平成21年

平成22年～現在

平成17年～現在

平成19年～現在

平成2年～平成10年

平成10年～平成24年



氏　名

棚村　克行

桐山　智衣

平成21年度全国高等学校総合体育大会陸上競技　女子七種競技　優勝

平成25年度第97回日本陸上競技選手権大会　七種競技　優勝

平成25年度第20回アジア陸上競技選手権大会　七種競技　3位

平成26年度第98回日本選手権混成競技会　女子七種競技　優勝

特別優秀選手賞（１７名）

平成22年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技女子　優勝

平成26年度第13回ワールドカップ2014　出場

平成26年度第17回アジア競技大会女子ホッケー競技　出場

平成24年度第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

平成26年度第33回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

清水　香代

平成21年度全国高等学校選抜大会ホッケー競技女子　優勝

平成23年度第33回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

平成23年度第72回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成25年度高円宮牌2013女子日本リーグ　優勝

平成23年度第72回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

※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

平成25年度第74回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成26年度第75回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成23年度全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

平成24年度第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

平成26年度第33回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

平成25年度第35回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

義浦　絵吏子

平成23年度全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

平成26年度第75回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成25年度第74回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝
及川　栞

平成26年度第13回ワールドカップ2014　出場

平成26年度第17回アジア競技大会女子ホッケー競技　出場

平成23年度第33回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

金　寶美
平成25年度高円宮牌2013女子日本リーグ　優勝

平成26年度第75回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成25年度第35回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

功績事項

　選手、及び年度において国際競技会に入賞した選手

平成23年度第3回U18アジアカップ2011　優勝

第17回アジア競技大会　水球競技　準優勝

永井　葉月

平成23年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技女子　優勝

平成25年度第35回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

平成24年度第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

平成21年度全国高等学校選抜大会ホッケー競技女子　優勝

平成22年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技女子　優勝

平成25年度高円宮牌2013女子日本リーグ　優勝

平成25年度第74回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成26年度第75回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成23年度全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

平成24年度第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

平成26年度第33回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

佐々木　美知

真野　由佳梨
平成23年度第3回U18アジアカップ2011　優勝

平成23年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技女子　優勝



氏　名

大橋　里衣

新馬場　一世

氏　名

杉山　昭彦

林田　仁

中川　昌昭

森　光弘

谷垣　光太郎

功績事項

伊藤　真希

松巾　亜由

平成22年度全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　エアライフル女子団体　優勝

平成23年度第49回全国高等学校ライフル射撃選手権大会　ビームライフル少年少女立射40発競技団体　優勝

平成24年度全国高校選抜大会　エアライフル女子立射40発競技　優勝

平成26年度第10回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会　10mエアライフル女子立射40発競技　優勝

功績事項

安里　秀策

3年にわたり、全国的レベルの大会で優勝する選手を育てた。

5年にわたり、全国的レベルの大会で入賞する選手を育てた。

平成26年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技　女子個人対抗フルーレ　優勝

3年にわたり、全国的レベルの大会で優勝する選手を育てた。

※長期にわたり、優秀な選手(チーム)を育てた指導者。

優秀指導者賞（５名）

平成26年度イオンカップ2014世界新体操クラブ選手権　出場

5年にわたり、全国的レベルの大会に入賞する選手を育てた。

平成24年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技　女子フルーレ　優勝

第17回アジア競技大会　男子トリオ戦　優勝

世界選手権大会2014男子大会　ダブルス戦　準優勝

横山　加奈

平成19年度JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第25回全日本新体操選手権大会　団体競技　優勝

平成20年度第8回全日本新体操クラブ団体選手権大会　団体競技　優勝

渡邊　翔太郎

平成22年度全国高校選抜大会　4kmチームパーシュート　優勝

平成24年度全日本自転車競技選手権大会　トラック・レース　チームパーシュート　優勝

平成26年度第83回全日本自転車競技選手権大会　トラック・レース　男子チームパーシュート　優勝

平成19年度全国中学校新体操選手権大会　新体操個人総合　優勝

第17回アジア競技大会　空手道競技　男子形　第３位

5年にわたり、全国的レベルの大会に入賞する選手を育てた。

平成25年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技　学校対抗女子フルーレ　優勝

糸川　みなみ

平成19年度JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第25回全日本新体操選手権大会　団体競技　優勝

平成20年度第8回全日本新体操クラブ団体選手権大会　団体競技　優勝

平成26年度イオンカップ2014世界新体操クラブ選手権　出場

第17回アジア競技大会　フェンシング競技　女子エペ団体　第３位



チーム名

功績事項

田代　勇人 髙田　勇希 竹内　佑真 安藤　黎氷

白濱　理央 棚瀬　聡樹 田中　要 安藤　令祐

林　佑季彦 名和　大輝 平佐田　樹 小林　幹太

大角　優人 森田　恭也 浅野　航大

チーム名

功績事項

（浅野　祥代） （林　なぎさ） 及川　栞 （坂井　志帆）

阪口　真紀 （石田　伊津美） （深野　加弥） 金　寶美

（中島　史恵） 友次　あゆみ 義浦　絵吏子 早戸　沙希

内藤　夏紀 （小沢　菜々恵） （日隈　遥） 永井　葉月

（永井　友理） （山本　由佳理）

チーム名

功績事項

早坂　蛍 山口　稚奈 森田　聖美 一谷　維

西瀬　優 佐々木　美知 椋野　希望 清水　香代

（杉本　美紀） 菊池　侑里 高橋　真唯 真野　由佳梨

清水　美並 的場　麻有 森下　彩加 安部　まりや

島　美咲 岡本　花菜子 高巣　未来 田村　花香

朝倉　早紀 羽田　吹雪 八木　麻理菜 井戸田　華菜

宮内　絢子 立石　愛美 大谷　愛風 鳥山　麻衣

小寺　栞菜 星　希巳加

チーム名

功績事項

伊藤　端恵 大戸井　楓恋 小林　秀圭 鈴木　歩佳

多和田　捺姫 山中　純那

チーム名

功績事項

構成メンバー 市原　和樹 小原　佑太

チーム名

功績事項

構成メンバー （矢野　智哉） （橋本　英也） 相馬　義宗 渡邊　翔太郎

チーム名

功績事項

構成メンバー 雜賀　由起 高木　まりな 高橋　若菜 中野　紗希

チーム名

相原　清乃 片山　果沙稀 川村　瑠李 小角　春奈

佐藤　みのり 塚元　咲江 津田　花於里

優秀チーム賞（１０チーム）・優秀選手賞（１１４名）

※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

※太文字の選手は特別優秀選手賞

構成メンバー

第37回JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会　水球競技B区分　優勝

構成メンバー

※星希巳加　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

朝日大学　フェンシング部

第64回全日本学生王座決定戦女子エペ団体　優勝

麗澤瑞浪高等学校　剣道部

構成メンバー

NPOぎふ新体操クラブ

第83回全日本自転車競技選手権大会　トラック･レース　男子チームパーシュート　優勝

第32回全日本ジュニア新体操選手権大会　女子団体　優勝

※（）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

第75回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

構成メンバー

第70回全日本大学対抗選手権自転車競技大会　ダンデム・スプリント　優勝

岐阜県選抜チーム（チームパーシュート）

朝日大学選抜チーム（ダンデム・スプリント）

ソニーHC BRAVIA Ladies

第33回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

構成メンバー

※鈴木歩佳　イオンカップ2014世界新体操クラブ選手権Jr個人総合7位

大垣市水球クラブ

東海学院大学女子ホッケー部

功績事項
第23回全国高等学校剣道選抜大会　女子の部　優勝

平成26年度全国高等学校総合体育大会剣道大会　女子団体　優勝



チーム名

功績事項

構成メンバー 野田　ひとみ 堀部　咲穂 脇田　仁美

チーム名

功績事項

松井　大河 西山　裕基 加藤　貴也 後藤　敦也

中上　航平 小池　翔也 齊木　亮介 柴山　葵

大島　健太郎 伊藤　頭成 和田　賢人 土屋　将大

山下　達也 安藤　敦也 伊西　幹太 岡本　大佑

氏　名

佐脇　匠

若園　茜

吉村　莉奈

日比野　徳宏

堀江　亨

坪内　萌花

中山　智史

林　聖治

山田　智香

秋田　拓磨

浦田　真成

橋本　優弥

山内　渓太

山田　諒

朝日　優衣

鈴村　健太

辻　すみれ

末松　佳子

下野　友寛

齊藤　司

井上　奨真

髙橋　一矢

岩本　啓吾

宮嶋　雪帆

吉田　麻佑
第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会　女子三段跳　優勝

第98回日本陸上競技選手権大会　女子三段跳　優勝

五藤　怜奈

2014日本学生陸上競技個人選手権大会　女子10000m競歩　優勝

第25回ジュニア選抜競歩大会　ジュニア女子5km競歩　優勝

第53回全日本競歩輪島大会　ジュニア女子10km競歩　優勝

羽賀　昭徒

第6回世界形柔道選手権大会　固の形　優勝

2014日本学生陸上競技個人選手権大会　男子三段跳　優勝

2014ジャパンパラ水泳競技大会　女子100m背泳ぎ（S15クラス）　優勝

2014年ジュニアワールドカップ　ルクセンブルク大会　日本代表選手

ソチ2014パラリンピック冬季競技大会　クロスカントリースキー競技　出場

第54回全国中学校水泳競技大会　女子200m平泳ぎ　優勝

2014ジャパンパラ水泳競技大会　男子100mバタフライ（S8クラス）　優勝

第45回全国中学校体操競技選手権大会　男子種目別ゆか　優勝

平成26年度全国高等学校総合体育大会水泳競技　男子400m自由形　優勝

第54回全国中学校水泳競技大会　男子200m平泳ぎ　優勝

平成26年度全国高等学校総合体育大会体操競技　男子つり輪　優勝

2014ジャパンパラ水泳競技大会　男子100m自由形（S8クラス）　優勝

第30回全日本学生選手権個人ロードレース大会　優勝

第54回全国中学校水泳競技大会　女子100m平泳ぎ　優勝

2014ICFカヌーフリースタイルワールドカップ　女子スクォート　総合優勝

2014年カデヨーロッパサーキット　オーストリア大会　日本代表選手

2014年カデヨーロッパサーキット　デンマーク大会　日本代表選手

毛利　凌乙

今井　月

構成メンバー

第30回日本ジュニア陸上競技選手権大会　女子ジュニア棒高跳　優勝

2014東アジア地区バレーボール女子選手権大会　優勝

第6回世界形柔道選手権大会　固の形　優勝

2014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 1kmタイムトライアル　優勝

第52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団体　優勝

第2回ユースオリンピック競技大会水泳競技　出場

第23回全国中学校新人競漕大会　男子シングルスカル　優勝

第27回全国少年フェンシング大会　中学生の部　女子フルーレ個人戦　優勝

伊藤　拓真
フェンシング欧州カデサーキットドイツ大会　フルーレ団体　優勝

第41回全国中学生テニス選手権大会　男子シングルス　優勝

フェンシング欧州カデサーキットフランス大会　フルーレ個人　優勝

フェンシング欧州カデサーキットドイツ大会　フルーレ団体　優勝

第55回全日本学生選手権トラック自転車競技大会　スクラッチ　優勝

2014年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会男子U15 1kmタイムトライアル　優勝

功績事項

中京高等学校　軟式野球部

第59回全国高等学校軟式野球選手権大会　優勝

済美高等学校　ライフル射撃部

2014年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会女子ジュニア　ポイントレース　優勝

第40回全日本ライフル射撃競技選手権大会　ビームライフル立射40発競技女子　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


