
順不同・敬称略

氏　名

岐阜県馬術連盟 理　事

理事長

岐阜県軟式野球連盟 理　事

事務局長

美濃加茂市体育協会 理　事

山県市体育協会 理　事

副会長

山県市体育協会 理　事

副会長

岐阜県スキー連盟 副会長

会　長

氏　名

山﨑　好弘

氏　名

諸石　光照

ロンドンパラリンピックゴールボール女子　優勝

カナダモントリオールオープントーナメント　5位

アジアユースパラゲームズ　優勝

アジアパラゲームズ　2位

ロンドンパラリンピック車いすテニスQuadダブルス　4位

第79回全日本アマチュア自転車競技選手権トラック・レース4km団体追抜競走　優勝

第14回全日本自転車競技選手権大会トラック・レーススクラッチ　優勝

第15回全日本自転車競技選手権大会トラック・レーススクラッチ　優勝

高橋　翔太

橋本　英也

杉本　美紀

楠　美沙子

平成22年度全国高等学校選抜大会ホッケー女子　優勝

第33回全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

第32回全日本女子学生選手権大会　優勝

第33回全日本学生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

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

中嶋　茜

スポーツ功労賞（6名）

※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

吉田　裕之

髙橋　英武

渡邉　國昭

山崎　盛久

※本会の役員として会の発展に特に寄与された方

棚橋　沖夫

面手　一史

特別優秀選手賞（15名）

特別優秀指導者賞（1名）

昭和62年～平成18年

平成19年～現在

平成3年～平成19年

平成19年～現在

平成4年～現在

平成13年～平成15年

平成15年～現在

平成13年～平成15年

平成15年～現在

平成10年～平成22年

平成22年～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。

功績事項

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22年度全国高等学校総合体育大会自転車競技　4km速度競走　優勝

第14回全日本自転車競技選手権大会トラック・レース4km個人パーシュート　優勝

第15回全日本自転車競技選手権大会トラック・レース4km個人パーシュート　優勝

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝



チーム名

功績事項

林　　亜門 櫻井　克茂 森　　　猛 杉山　　諒

伊藤　勇希

チーム名

功績事項

構成メンバー 佐藤　花美 梶野　真美

チーム名

功績事項

森　　健禎 大友　聡明 古賀　崇史 玉置　雄基

緒方　寛和 後藤　　渉

2012全日本社会人新体操選手権大会男子団体総合　優勝

ポーランド国際バドミントン　女子　シングルス　優勝

2009全日本社会人新体操選手権大会男子団体総合　優勝

2011全日本社会人新体操選手権大会男子団体総合　優勝

2012全日本社会人新体操選手権大会男子団体総合　優勝

2009全日本社会人新体操選手権大会男子団体総合　優勝

2011全日本社会人新体操選手権大会男子団体総合　優勝

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

平成19年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技84kg級　優勝

全日本学生レスリング選手権大会男子フリースタイル84kg級　優勝

天皇杯平成24年度全日本レスリング選手権大会男子フリースタイル96kg級　優勝

全日本社会人バドミントン選手権大会　優勝

第16回アジア競技大会　出場

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

第32回全日本女子学生選手権大会　優勝

第33回全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

第32回全日本女子学生選手権大会　優勝

第33回全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

森澤　翔

有沢　一希

日隈　遥

永井　友理

木造　里緒李

河津　香由理

山口　剛

後藤　愛

市山　由貴

優秀チーム賞（14チーム）※構成メンバーは、優秀選手賞及び特別優秀選手賞

※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

第23回全国高等学校選抜ボート大会男子舵手つきクォドルプル　優勝

第33回全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

岐阜県立加茂高等学校

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝

第32回全日本女子学生選手権大会　優勝

構成メンバー

岐阜県立八百津高等学校

第60回全日本高等学校選手権競漕大会女子ダブルスカル　優勝

大鹿印刷ソフトテニス部

第57回全日本実業団ソフトテニス選手権大会　優勝

構成メンバー

第32回全日本女子学生選手権大会　優勝

第33回全日本学生ホッケー選手権大会　優勝

平成22年度全国高等学校選抜大会ホッケー女子　優勝

第33回全日本学生ホッケー選手権大会　優勝



チーム名

功績事項

構成メンバー 渡邊翔太郎

チーム名

功績事項

構成メンバー 田中　優作 志賀　大悟 荻野　凌多 亀谷　智哉

チーム名

功績事項

構成メンバー 衣斐　直也 若山　佳将 髙橋　宏太 出口　拓夢

チーム名

功績事項

大矢　将之 林　　宏賴 井戸　勇気 吉川　達也

山本　瑠人 後藤　慎平 高畑　駿輔 田辺しょうへい

下村　浩之 牧戸　侑大 鷲野　　匠 水野　　将

小栗健多良 工藤　涼介 林　　紘之 山崎　　泰

チーム名

功績事項

小栗千紗絵 大嶋　沙季 濱野　万葉 池田祐里佳

杉本　彩華

チーム名

功績事項

森　　冴湖 義浦絵吏子 佐々木美知 吉原　菜美

藤本　彩加 松村　美穂 田口佳奈子 森田　聖美

真野由佳梨 清水　美並 清水　香代 早坂　　蛍

チーム名

功績事項

安田　百花 鈴木　美結 安原　麻未 鴛谷　真未

田中　花歩 多田　有希 鳴川　俊重 奥村　天音

田中　香帆 間宮　綾音 永井　陽子

チーム名

木村　正哉 井川　純一 成瀬　開地 小林　由貴

福田　修子

チーム名

功績事項

伊藤みどり 狭間のぞみ 石塚美和子 山梨　有理

高　瑜　瑶

岐阜県立八百津高等学校カヌー部

平成24年度全国高等学校総合体育大会男子カナディアンフォア500m　優勝

中京高等学校軟式野球部

構成メンバー

第15回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

第57回全国高等学校軟式野球選手権大会　優勝

構成メンバー

構成メンバー

稲羽中学校ホッケー部

全日本中学生ホッケー選手権大会　優勝

岐阜日野自動車スキー部

天皇杯第90回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技男子リレー　優勝

岐阜県選抜チーム（チームパーシュート）

構成メンバー

構成メンバー

天皇杯第90回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技女子チームスプリント　優勝
功績事項

構成メンバー

大垣西高等学校アーチェリー部

平成24年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー男子団体　優勝

羽島北高等学校フェンシング部

平成23年度全国高等学校選抜フェンシング大会女子団体　優勝

十六銀行卓球部

平成24年度前期日本卓球リーグ　優勝

東海学院大学女子ホッケー部

第31回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝



チーム名

功績事項

構成メンバー 末吉　拓也 鈴木　駿平 森　　翔太 福士　祐介

チーム名

功績事項

構成メンバー 川満　千乃 林　日奈子 菊池　七彩 吉田　彩子

氏　名

西尾　拓巳

玉置　大祐

安藤　圭祐

杉本　太郎

古田　陸人

臼井　麻未

可児　理恵

山内　直弥

鬼頭　　桜

古川茉由夏

小野　祐夢

中尾　圭吾

田中　恒成

伊藤　真希

松巾　亜由

佐々木虎次郎

馬渕裕嘉志

谷口　　学

北原　伸之

髙木　美穂

柘植加代子

安田　信昭

津田　昭子

加藤　広樹

舩坂　大輔

野村　廣司

山路　喬哉

優秀選手賞（128名）※人数は、優秀チーム賞の構成メンバーも含む

平成24年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス個人　優勝

全国高等学校総合体育大会ソフトテニス個人　優勝

※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選手

平成24年度全国日本学生テニス選手権大会男子ダブルス　優勝

嶋田　智希

横山　　拓

功績事項

第39回全日本中学校陸上競技選手権大会男子四種競技　優勝

山路　竣哉

朝日大学フェンシング部

第62回全日本学生フェンシング王座決定戦女子フルーレ団体　優勝

第12回全国弓道遠的大会・新成人記念大会　優勝

第17回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会女子47kg級　優勝

第50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少年男子立射60発　優勝

第18回日本ジュニアゴルフ選手権競技　優勝

AFC 2012 U16 アジア選手権準優勝（日本代表チーム）

第9回アジア男子ソフトボール選手権大会　優勝

第13回世界男子ソフトボール選手権大会日本代表選手

第9回アジア男子ソフトボール選手権大会　優勝

アルフレッサ日建産業

全日本社会人選手権新体操男子団体総合　優勝

第13回世界男子ソフトボール選手権大会日本代表選手

平成24年度全国中学校ゴルフ選手権大会女子個人の部　優勝

平成24年度全国中学校ゴルフ選手権大会女子個人の部　優勝

平成24年度全日本社会人ライフル射撃選手権大会10mS60M競技　優勝

平成24年度全国高等学校総合体育大会ボクシングライトフライ級　優勝

平成24年度全国高等学校総合体育大会フェンシング女子フルーレ　優勝

平成23年度全国高校選抜大会女子エア・ライフル立射40発　優勝

平成24年度東京都知事杯第3回全国中学選抜レスリング選手権大会男子38kg　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技100m　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技走幅跳　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技100m　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技200m　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技50m　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会一般卓球女子2部　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会一般卓球男子青年の部　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会一般卓球男子青年の部　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会一般卓球男子壮年の部　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技砲丸投げ　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技砲丸投げ　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技ソフトボール投げ　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会陸上競技走幅跳　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会一般卓球男子2部　優勝



森田　美保

新田　真吾

秋田　　啓

加藤みどり

時岡　由佳

松田　有幾

安藤　梨友

今井　祐樹

角　　優介

松本　諒太

渡邊　浩幸

清水　洋平

第53回全日本学生選手権トラック競技ダンデム　優勝

全日本選手権重量挙げ56kg級　優勝

全日本実業団空手道選手権大会女子個人形　優勝

ジャパンカップスピードスケート女子1000メートル　優勝

全日本ジュニア選手権新体操男子個人総合　優勝

全日本選手権ボート男子シングルスカル　優勝

第53回全日本学生選手権トラック競技スクラッチ　優勝

第53回全日本学生選手権トラック競技ダンデム　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会一般卓球女子青年の部　優勝

第12回全国障害者スポーツ大会ボウリング競技青年の部　優勝

第7回アジア太平洋ろう者競技大会バレーボール女子　優勝

第2回世界選手権ブルガリア大会バレーボール女子　出場

Fazza International Wheelchair basketball Championship　3位

第29回全日本女子パワーリフティング選手権大会90kg級　優勝

川出奈美子

河尻　奈美

第12回全国障害者スポーツ大会一般卓球女子2部　優勝

第46回全国ろうあ者体育大会卓球競技女子ダブルス　優勝


