
氏　名

理事

常任理事

理事

副会長

副会長

会長

副会長

吉城郡体育協会 理事

副会長

会長

理事

理事長

理事

会長

副理事長

理事長

強化委員長

理事

副理事長

専務理事

理事

常務理事

理事

理事長

理事

副会長

理事

副理事長

平成20年度～平成23年度

平成16年度～平成19年度

平成13年度～平成26年度

平成20年度～平成27年度

平成21年度～平成27年度

平成27年度～現在

平成18年度～平成27年度

平成26年度～平成27年度

昭和58年度～平成2年度

平成11年度～平成15年度

平成18年度～平成27年度

平成16年度～平成20年度

平成5年度～平成21年度

平成15年度～平成27年度

平成17年～平成27年度

平成18年度～平成27年度

平成24年度

平成25年度～平成27年度

平成9年度～平成26年度

髙井　良三

中村　輝政

後藤　和正

吉城郡体育協会

飛騨市体育協会

黄倉　寿雄 （一財）岐阜陸上競技協会

（公財）大垣市体育連盟

平成15年度～平成20年度

平成27年度

平成11年度～平成15年度

平成7年度～平成10年度

平成17年度～平成23年度

加茂郡体育協会

平成21年度～平成24年度

平成25年度～平成27年度

平成7年度～平成26年度

一柳　正義

田中　勝英

副会長

理事

佐伯　攻

（公財）大垣市体育連盟

会長

飛騨市体育協会

（公財）大垣市体育連盟

加茂郡体育協会

（一財）岐阜陸上競技協会

（一財）高山市体育協会

（一財）岐阜陸上競技協会

水川　政之

飛騨市体育協会

平成17年度～平成19年度

岐阜県ホッケー協会

※本会の役員として会の発展に特に寄与された方

酒井田　定男

井戸　好明

※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

川瀬　巧

寺町　義昭

大平　忠志

長屋　恭一

河合　寛二

平成19年度～平成27年度

昭和58年度～平成元年

昭和47年度～平成2年度

スポーツ功労賞（１６名）

平成15年度～平成27年度

副会長

平成24年度～平成27年度

副会長

副会長

羽柴　弘人 岐阜県軟式野球連盟

美濃加茂市体育協会

（一財）関市体育協会

平成3年度～平成12年度



氏　名

加藤　彰則

氏　名

氏　名

松原　有宏

高円宮牌2015女子日本リーグ　優勝

　選手、及び年度において国際競技会に入賞した選手

早戸　沙希

功績事項

特別優秀指導者賞（１名）

第8回世界柔道形選手権大会　柔の形　準優勝

5年以上にわたり、全国的レベルの大会に優勝する選手を育てた。

2013、2014年アジア柔道形選手権大会　2連覇

第37回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

第77回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

第75回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

第75回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

特別優秀選手賞（６名）

第76回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成26年度第39回全国高等学校選抜フェンシング大会　男子団体　優勝

高円宮牌2015女子日本リーグ　優勝

第37回全日本女子社会人ホッケー選手権大会　優勝

功績事項

第4回女子アジアチャンピオンズトロフィ　第3位

鈴村　健太

第77回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

平成27年度全国高等学校選抜フェンシング大会　男子団体　優勝

第7回世界柔道形選手権大会　柔の形　優勝

白野　光

高野　恵

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

平成27年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会　男子フルーレ　優勝

平成27年度全国高等学校選抜フェンシング大会　男子団体　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

平成26年度第39回全国高等学校選抜フェンシング大会　男子団体　優勝

内藤　夏紀

伊藤　拓真

平成27年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会　男子学校対抗　優勝

第76回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

優秀指導者賞（１名）

功績事項

※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

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

※著しく長期にわたり、優秀な選手（チーム）を育てた指導者

高円宮牌2016ホッケー日本リーグ女子　優勝

第8回世界柔道形選手権大会　柔の形　準優勝

5年以上にわたり、全国的レベルの大会で入賞する選手を育てた。

※長期にわたり、優秀な選手(チーム)を育てた指導者。

平成27年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会　男子学校対抗　優勝

高円宮牌2016ホッケー日本リーグ女子　優勝

2013、2014年アジア柔道形選手権大会　2連覇

第7回世界柔道形選手権大会　柔の形　優勝



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） （小沢　菜々恵） （深野　加弥）

（中島　史恵） （永井　友理） （永井　葉月） （真野　由佳梨）

早戸　沙希 内藤　夏紀 要石　里沙子 景山　恵

一谷　麻実 一谷　奈歩 瀬川　真帆 山下　留依

清水　美並

チーム名

功績事項

構成メンバー （橋本　英也） (渡邊　翔太郎) 浦田　真成 永田　吏玖

チーム名

功績事項

構成メンバー （橋本　英也） (渡邊　翔太郎) 浦田　真成 相馬　義宗

チーム名

功績事項

構成メンバー 相馬　義宗 小原　佑太

チーム名

功績事項

構成メンバー (渡邊　翔太郎) 浦田　真成 金田　聡士 中村　賢人

チーム名

功績事項

構成メンバー 大屋　正聡 亀谷　昌慈 菅原　悠斗 松田　祥位

チーム名

功績事項

久野　理世 大森　玲奈 加藤　知秋 松澤　茉里奈

高橋　真梨子 加藤　杏華

チーム名

功績事項

鈴村　健太 伊藤　拓真 冨田　優作 吉田　侑弥

淺野　裕暉

構成メンバー

※松田　祥位　第85回全日本自転車競技選手権大会ロードレース　優勝

 大垣南高等学校フェンシング部

平成27年度全国高等学校選抜フェンシング大会　男子団体　優勝

構成メンバー

第51回全国都道府県対抗自転車競技大会　男子総合　優勝

第51回全国都道府県対抗自転車競技大会　トラック・レース　4kmチームパーシュート　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

※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

高円宮牌2016ホッケー日本リーグ女子　優勝

ソニーHC BRAVIA Ladies

第57回全日本学生選手権トラック自転車競技大会　タンデム・スプリント　優勝

岐阜県選抜チーム（チームパーシュート）

構成メンバー

平成28年度第77回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

岐阜県選抜チーム

功績事項

優秀チーム賞（８チーム）・優秀選手賞（５３名）

平成28年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　4kmチームパーシュート　優勝

朝日大学選抜チーム（チームパーシュート）

岐阜第一高等学校（チームパーシュート）

第72回全日本大学対抗選手権大会自転車競技大会　4kmチームパーシュート　優勝

十六銀行卓球部

※太文字の選手は特別優秀選手賞

朝日大学選抜チーム（タンデム・スプリント）

第66回全日本実業団卓球選手権大会　優勝



氏　名

小島　果琳

山下　航生

五藤　怜奈

中花　愛莉

星　希巳加

鳥山　麻衣

山中　満紀

木村　百伽

橋爪　一馬

長谷川　愛美

山口　恭兵

小森　敬介

髙橋　一矢

小坂　歩未

松永　遼祐

大藏　紫音

五明　真実子

世界ユース選手権2016中国広州大会ボルダリング競技　男子ジュニア　7位

日本ユース選手権2016ボルダリング競技会　男子ジュニア　優勝

世界ユース選手権2016中国広州大会リード競技　女子ユースB　出場

FIGチャレンジカップ・2016ハンガリー国際大会　Ｕ-21日本代表　（体操）

平成28年度全日本学生柔道体重別選手権大会78Kg級優勝

松井　稜

井戸アビゲイル風果

時田　亜也加

亀山　凌平

足立　柊弥

第27回全国高等学校ボクシング選抜大会女子ライト級　優勝

第51回全国都道府県対抗自転車競技大会　女子ポイントレース（16km）　優勝

松井　謙

第47回ジュニアオリンピック競技会女子200m　優勝

男子ジュニアの部　フリースタイル50Kg級　優勝

可児　理恵

田中　世蓮

第8回FIH女子ジュニアワールドカップ（チリ大会）出場　（ホッケー）

功績事項

第8回FIH女子ジュニアワールドカップ（チリ大会）出場　（ホッケー）

第７回全日本女子相撲郡上大会中学生重量級の部　優勝

第20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4回アジアチャンピオンズトロフィー（マレーシア大会）出場　（ホッケー）

2016世界クラシックパワーリフティング選手権大会　女子47Kg級　5位入賞

第8回FIH女子ジュニアワールドカップ（チリ大会）出場　（ホッケー）

第25回アズランシャーカップ（マレーシア大会）出場

2016年度JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアレスリング選手権大会

シンガポールユースインターナショナル2016　U17女子ダブルス　ベスト4　（バドミントン）

男子カデットの部　グレコローマンスタイル54Kg級　優勝

第70回全日本学生体操競技選手権大会　男子種目別　跳馬　優勝

第6回東アジアシニア空手道選手権大会女子個人組手　-55Kg級　優勝

第6回世界大学選手権大会　ユニバーサル大会　日本代表

2016アジア･カデット　レスリング選手権大会　女子フリースタイル43Kg級　優勝

第72回全日本大学対抗選手権大会自転車競技大会　女子ポイントレース　優勝

3kmインディヴィデュアルパーシュート　優勝　総合優勝

平成27年度全国高等学校相撲選抜大会80Kg未満級優勝

2016年度JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアレスリング選手権大会

東アジアユースエアガン大会10mＳ60Ｍ　団体　優勝

平成27年度全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会　女子エアライフル立射40発競技　優勝

ＩＳＳＦジュニアカップ（アゼルバイジャン大会）　10mＳ60Ｍ　団体　3位　（ライフル射撃）

平成28年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会　兼　第70回全国高等学校ボクシング大会女子ライト級　優勝

第85回全日本自転車競技選手権大会トラック･レース　女子エリート　チームパーシュート　優勝

アジアユース選手権2016イラン大会ボルダリング競技　男子ジュニア　2位

第29回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会　50ｍ3×20Ｗ　優勝

第10回日本学生20km競歩選手権大会　優勝

平成28年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会　50m3×40M　優勝

平成27年度全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会　男子ビームピストル40発競技　優勝

濱口　聖羅

橋本　優弥

第10回日本ユース陸上競技選手権大会砲丸投　優勝　

第43回全日本中学校陸上競技選手権大会　女子100m　優勝


