
氏　名

多治見市体育協会 副会長

会長

瑞浪市体育協会 監事

副会長

小島　勝美 NPO法人羽島市体育協会 副会長

土岐市体育協会 理事長

副会長

会長

郡上市体育協会 副会長

会長

山田　武邦 郡上市体育協会 理事長

岐阜県山岳連盟 理事

常任理事

理事長

副会長

岐阜陸上競技協会 理事

常務理事

副理事長

理事長

臼井　隆 岐阜陸上競技協会 理事

岐阜県バドミントン協会 常任理事

副理事長

副会長

岐阜県バドミントン協会 常任理事

副理事長

理事長

岐阜県バドミントン協会 常任理事

副理事長

岐阜県体操協会 理事

理事長

森　金樹 岐阜県体操協会 理事

宮丸　一彦 岐阜県体操協会 理事

加藤　秀樹 岐阜県体操協会 理事

瀧下　正成 岐阜県体操協会 理事

岐阜県バレーボール協会 理事

常任理事

副理事長

岐阜県バレーボール協会 理事

常任理事

副理事長

岐阜県バレーボール協会 監事

理事

常任理事

平成16年

平成元年～平成4年

平成9年～平成14年

昭和53年～昭和57年

スポーツ功労賞（２４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

平成14年～現在

平成14年～現在

平成15年～平成24年

小池　良司

平成15年～平成25年

平成17年～平成24年

平成10年～平成13年

小板　慶一

平成9年～平成11年

平成11年～平成15年

保母　徳生

※本会の役員として会の発展に特に寄与された方

奥田　健右
平成15年～平成23年

平成23年～平成25年

土田　俊勝
昭和45年～平成12年

平成13年～平成16年

平成17年～平成24年

平成9年～平成18年

昭和42年～昭和44年

平成18年～平成25年

平成13年～平成25年

平成11年～平成16年

平成17年～平成18年

平成19年～平成24年

平成3年～現在

天野　博江

昭和45年～昭和59年

昭和59年～平成23年

平成23年～現在

山田　展也

平成7年～平成10年

田中　常隆

昭和59年～平成7年

平成7年～平成17年

平成17年～現在

伊藤　功子
昭和49年～平成14年

平成14年～現在

岡安　良男

末次　好己
昭和62年～平成13年

平成13年～現在

昭和62年～平成25年

平成3年～現在

平成4年～現在

安田　輝之

平成3年～平成15年

平成5年～現在

深尾　敏夫

平成3年～平成6年

平成7年～平成22年

平成23年～現在



氏　名

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

岐阜県バレーボール協会 理事

常任理事

岐阜県ラグビーフットボール協会 理事

副理事長

理事長

氏　名

三島　巧

安福　弘典

氏　名

藤田　充男
平成元年～平成12年

古田　陸人

平成25年度第74回全日本女子ホッケー選手権大会　優秀

※著しく長期にわたり、優秀な選手(チーム)を育てた指導者。

齋藤　壽男

平成3年～平成14年

平成17年～平成18年

平成15年～平成16年

松岡　敏男

特別優秀選手賞（７名）

特別優秀指導者賞（２名）

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

※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

平成25年度全日本学生室内テニス選手権大会男子ダブルス　優勝

平成25年度高円宮牌2013女子日本リーグ　優秀

徳島　葵

平成22年度第32回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優秀

平成22年度高円宮牌2010女子ホッケー日本リーグ　優秀

平成22年度第71回全日本女子ホッケー選手権大会　優秀

平成13年～平成24年 

平成22年度全日本ジュニアテニス選手権大会男子18歳以下ダブルス　優勝

ジャパンオープンジュニアテニス2010男子シングルス　優勝

長谷川　好信

昭和60年～平成4年

平成11年～平成12年

平成19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。

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2年～平成11年

平成11年～平成19年

平成19年～平成25年

平成13年～現在

武井　双葉

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23年度第33回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優秀

平成23年度第72回全日本女子ホッケー選手権大会　優秀

平成25年度高円宮牌2013女子日本リーグ　優秀

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　優秀

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　優秀

平成23年度第72回全日本女子ホッケー選手権大会　優秀

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　優秀

功績事項

平成25年度第74回全日本女子ホッケー選手権大会　優秀

末吉　拓也

2011全日本社会人新体操選手権大会　男子団体　優勝

2012全日本社会人新体操選手権大会　男子団体　優勝

2013全日本社会人新体操選手権大会　男子団体　優勝



氏　名

氏　名

黄倉　寿雄

鈴木　寿喜

チーム名

功績事項

構成メンバー 内藤　愛理 佐藤　花美

チーム名

植松　香穂 棚橋　秀美 篠田　結花 藤井　香菜

中村　未歩 井川　奈菜 西田　莉乃

チーム名

功績事項

川地　颯馬 村田　柊人 三島　拓 福岡　篤宣

若林　大聖 大峽　寿晃 石田　雄大 福田　航希

前田　瑠依 奥崎　寛史 加藤　優之介 大竹　敦也

長澤　大輝 上野　遼太郎 笠嶋　哲太 鈴木　雄貴

中野　太愛 野村　悠翔

※チーム内の構成メンバーは、優秀選手賞又は特別優秀選手賞

※（）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

大垣共立銀行　ボート部

Japan Cup 第35回全日本軽量級選手権大会　女子ダブルスカル　優勝

功績事項

構成メンバー

優秀チーム賞（１１チーム）・優秀選手賞（１０４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

平成25年度2013 IBSA World Youth Chanpionships　ゴールボール競技　優勝

優秀指導者賞（２名）

※長期にわたり、優秀な選手(チーム)を育てた指導者。

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。

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。

山路　竣哉

平成23年度第11回全国障害者スポーツ大会　陸上競技200m　優勝

平成24年度第12回全国障害者スポーツ大会　陸上競技100m　優勝

平成24年度第12回全国障害者スポーツ大会　陸上競技200m　優勝

平成25年度第63回全日本学生個人選手権大会女子サーブル個人　優勝

第24回全国高等学校選抜ボート大会　女子舵手つきクォドルプル　優勝

帝京大学可児中学校　サッカー部

平成25年度第53回全日本大学対抗選手権大会女子サーブル団体　優勝

田村　紀佳

岐阜県立加茂高等学校　ボート部

平成22年度第50回全日本大学対抗選手権大会女子サーブル団体　優勝

平成24年度第52回全日本大学対抗選手権大会女子サーブル団体　優勝

平成22年度全日本学生王座決定戦女子サーブル団体　優勝

平成23年度第51回全日本大学対抗選手権大会女子サーブル団体　優勝

平成24年度第62回全日本学生個人選手権大会女子サーブル個人　優勝

功績事項
平成25年度全国高等学校総合体育大会ボート競技　女子舵手つきクォドルプル　優勝

構成メンバー

第44回全国中学校サッカー大会　優勝

第29回全日本ジュニア新体操選手権大会　男子個人総合　優勝

第30回全日本ジュニア新体操選手権大会　男子個人総合　優勝

第31回全日本ジュニア新体操選手権大会　男子個人総合　優勝

功績事項

安藤　梨友



チーム名

（浅野　祥代） （林　なぎさ） 及川　栞 （坂井　志帆）

（中川　未由希） 阪口　真紀 徳島　葵 （深野　加弥）

金　寶美 （中島　史恵） （佐藤　雅子） （石田　伊津美）

友次　あゆみ 武井　双葉 （小沢　菜々恵） （酒井　かおり）

（日隈　遥） 永井　葉月 （永井　友理）

チーム名

功績事項

（有沢　一希） （森澤　翔） 末吉　拓也 鈴木　駿平

福士　祐介 森　翔太 八島　渉

チーム名

功績事項

構成メンバー 成田　智計 村上　広昭

チーム名

功績事項

片山　果沙稀 小角　春奈 三宅　菜月 長田　美咲

乗田　美紀

チーム名

功績事項

構成メンバー 田村　紀佳 佐藤　和美 榎本　由衣 野村　知永

チーム名

功績事項

構成メンバー 川満　千乃 菊池　七彩 宮田　彩子 西田　弥生

チーム名

功績事項

構成メンバー 宮田　陽佳 折戸　恵利香 林　真央 中野　紗希

チーム名

功績事項

髙田　澪 谷口　佳那恵 伊藤　真希 伊東　彩子

馬場　晴菜

チーム名

功績事項

後藤　良菜 石井　望仁 加藤　美咲 星　希巳加

住本　真子 山下　詩織 河田　有希菜 足立　知瞭

柳内　美沙 山月　明日香 下川　雅 今尾　明穂

田中　さくら 坪内　萌花 武井　萌花

第22回全国高等学校剣道選抜大会女子の部　優勝

構成メンバー

構成メンバー

朝日大学　フェンシング部

第53回全日本大学対抗選手権大会女子サーブル団体　優勝

岐阜県立大垣南高等学校　フェンシング部

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

構成メンバー

岐阜県立岐阜各務野高等学校　ホッケー部

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63回全日本学生王座決定戦女子フルーレ団体　優勝

朝日大学　フェンシング部

麗澤瑞浪高等学校　剣道部

第63回全日本学生王座決定戦女子エペ団体　優勝

構成メンバー

大鹿印刷ソフトテニス部

第41回全日本社会人ソフトテニス選手権大会　成年男子の部　優勝

朝日大学　フェンシング部

功績事項 第35回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

第74回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

構成メンバー

アルフレッサ日建産業

2013全日本社会人新体操選手権大会　男子団体　優勝

高円宮牌2013女子日本リーグ　優勝

ソニーHC BRAVIA Ladies



チーム名

功績事項

構成メンバー 柘植　み奈 井戸　奈津美 平林　綾 森　彩乃

氏　名

小椋　裕介

山元　隼

杉本　太郎

堀江　亨

脇田　侑

後藤　大輝

鈴木　歩佳

毛利　凌乙

横山　拓

嶋田　智希

竹内　瑠美

深井　圭

桐山　菜々穂

佐々木　和真

若山　佳将

岡崎　錬

今井　流星

伊藤　有那

藤井　美緒

河尻　奈美

後藤　陸斗

第22回夏季デフリンピック競技大会　バレーボール女子　2位　

2013INAS WORLD SWIMMING CHANPIONSHIP　男子　200mバタフライ　5位

アジアユース選手権（シンガポール）　優勝

国民体育大会に12回出場

第40回全日本中学校陸上競技選手権大会　女子200m　優勝

2013全日本ジュニア体操競技選手権大会　男子ゆか　優勝

2013INAS WORLD SWIMMING CHANPIONSHIP　男子　400mメドレーリレー　3位

篠原　貴史

2013INAS WORLD SWIMMING CHANPIONSHIP　男子　400m個人メドレー　5位

可児　理恵
第18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31回全日本ジュニア新体操選手権大会　女子種目別リボン　優勝

第22回夏季デフリンピック競技大会　バレーボール女子　2位　

第22回全日本室内アーチェリー選手権大会　リカーブ部門個人男子　優勝

今井　月
第53回全国中学校水泳競技大会　女子平泳ぎ100m　優勝

第1回世界女子クラシックパワーリフティング選手権大会　女子47kg級　2位

第53回全国中学校水泳競技大会　女子平泳ぎ200m　優勝

2013全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技　男子スーパー大回転　優勝

フリースタイルジュニア世界選手権大会2013　女子スロープスタイル　7位

第61回全日本実業団アーチェリー大会　リカーブ部門個人男子　優勝

第86回全日本学生スキー選手権大会アルペン競技　女子大回転　優勝

第13回世界男子ソフトボール選手権大会　5位

平成24年度全国中学校ゴルフ選手権春季大会　優勝

2013年フェンシング　コペンハーゲンカデサーキット　日本代表選手

アジアユースパラ競技大会マレーシア2013　100m自由形S6ジュニア　2位

第82回日本学生陸上競技対校選手権大会　男子砲丸投　優勝

FIFA U-17ワールドカップ　UAE2013　ベスト16

ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権'13　優勝

2013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 3km個人パーシュート　優勝

第13回世界男子ソフトボール選手権大会　5位

岐阜県立八百津高等学校　カヌー部

第53回全国中学校水泳競技大会　男子平泳ぎ200m　優勝

山田　諒
2013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

平成25年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技　女子カヤックフォア500m　優勝

功績事項

桐山　智衣
第97回日本陸上競技選手権大会　七種競技　優勝

第20回アジア陸上競技選手権大会　七種競技　第3位


