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氏　名 推薦団体

理事

監事

副会長

常任理事

副会長

会長

理事

副理事長

理事

常任理事

理事

副理事長

理事

理事

副理事長

理事

理事

副理事長

理事

理事

副理事長

書記長

副理事長

副会長

会長

本部員

本部員

常任委員

スポーツ功労賞（19名）
※本会の役員として会の発展に特に寄与された方

※本会加盟団体の役員として特に功労のあった方

石田　公司 美濃加茂市体育協会

西澤　宏江

平成28年8月～現在

水波　紘平

林　保利

平成22年度～平成27年度

平成20年度～平成28年7月

平成9年度～現在

二村　桂司

岐阜県体操協会

美濃加茂市体育協会 理事

岐阜県山岳連盟

平成9年度～現在

中山　環

酒井　和康

（一財）高山市体育協会

臼井　俊範

木下　喜代男

平成7年度～平成24年度

平成9年度～平成16年度

平成17年度～平成28年度

平成29年4月～現在

平成19年2月～平成29年3月

平成25年度～平成28年度

平成25年度～現在

中村　清

岐阜県軟式野球連盟

岐阜県軟式野球連盟

吉村　茂之

小川　恒雄

平成27年度～平成28年度

平成28年度～現在

平成11年度～平成26年度

平成29年4月～現在

平成16年度～平成19年度

前田　豊治

須田　信夫

掛札　英之

坂田　誠有

岐阜県ソフトボール協会

平成22年度～現在

平成10年度～平成19年度

岐阜県ソフトボール協会

棚瀬　光明

廣瀬　眞弓 岐阜県バレーボール協会

理事

岐阜県体操協会 理事

臼井　千奈美

平成9年度～現在

平成17年2月～平成29年3月

平成6年度～平成21年度

昭和52年度～平成8年度

平成14年度～現在

平成9年度～平成20年度

平成21年度～現在

岐阜県体操協会 理事

副会長

岐阜県軟式野球連盟 副会長

平成4年度～平成25年度

平成28年度～現在

平成20年度～平成21年度

岐阜県スポーツ少年団 平成13年度

岐阜県ラグビーフットボール協会

岐阜県スキー連盟

田口福寿会スポーツ賞（1名）

理事

岐阜県バレーボール協会 常任理事

昭和56年2月～平成13年2月

平成17年2月～平成29年3月

功績事項

理事

岐阜県体操協会

平成9年度～現在

平成26年度～平成27年度

堀島　行真

功績事項

フリースタイルスキー世界選手権シエラネバダ大会モーグル　優勝

フリースタイルスキー世界選手権シエラネバダ大会デュアルモーグル　優勝

岐阜県ソフトボール協会

平成9年度～現在

平成9年度～現在

平成元年度～平成12年度

平成13年度～平成24年度



氏　名

氏　名

※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

特別優秀選手賞（11名）

 高橋　いぶき

鈴木　歩佳

 小原　佑太

 永田　吏玖

 橋本　優弥

 瀬川　真帆

 景山　恵

 清水　美並

 八木　麻理菜

 一谷　麻実

　選手、及び年度において国際競技会に入賞した選手

功績事項

2017ジャパントラックカップI　女子エリート　マディソン　優勝

第86回全日本選手権自転車競技選手権大会チームパーシュート　優勝

2017UCIトラックワールドカップ　女子チームパーシュート3位

第72回全日本大学対抗選手権大会自転車競技大会総合優勝

高円宮牌2015,2016,2017女子日本リーグ　優勝

高円宮牌2016,2017女子日本リーグ　優勝

第76回，第77回､第78回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

高円宮牌2015,2016,2017女子日本リーグ　優勝

高円宮牌2017女子日本リーグ　第39回全日本社会人ホッケー選手権　優勝

第37回,第39回全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第76回，第77回､第78回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

第77回､第78回全日本女子ホッケー選手権大会　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

第33回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝　

第37回,第39回全日本社会人ホッケー選手権　優勝

第76回，第77回､第78回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

第78回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

第39回全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第37回,第39回全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

第73回全日本大学対抗選手権大会自転車競技大会ポイントレース　優勝

第33回全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝　

2017ユニバーシアード競技大会　48㎏級　5位

功績事項

高円宮牌2015,2016,2017女子日本リーグ　優勝

 五藤　怜奈

2015年JOC Jr.オリンピックカップ自転車競技大会3km個人パーシュート　優勝

2015年JOC Jr.オリンピックカップ自転車競技大会ポイントレース　優勝

 2014～2017年　日本学生陸上競技対抗選手権大会10000mW　優勝　4連覇

　フープ3位　ボール＆ロープ2位

第85回全日本自転車競技選手権大会１kmタイムトライアル　優勝

第73回全日本大学対抗選手権大会自転車競技大会ケイリン　優勝

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70回全日本大学対抗選手権自転車競技大会タンデム・スプリント　優勝

第9回アジア選手権大会　団体総合,フープ,ボール＆ロープ　優勝

第35回世界新体操選手権大会　新体操女子　団体総合　3位 

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

W杯ウズベキスタン大会　団体総合6位　フープ5位　ボール＆ロープ5位

2015UCI Jr.トラック世界選手権大会女子Jr.チームパーシュート　３位

第22回アジアJr.自転車競技選手権大会女子Jr.チームパーシュート　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 優勝

第85回全日本自転車競技選手権大会　チームパーシュート　優勝

廣田　孝
中学生の指導と共に全国都道府県対抗男子駅伝の監督コーチとして選手育成に努め
全国入賞チームおよび選手を輩出した。

特別優秀指導者賞（1名）
※著しく長期にわたり、優秀な選手（チーム）を育てた指導者



氏　名

チーム名

野中　怜菜 西田　結惟 市田　佑来 渕上　茉央

鈴木　里都 日比野　真奈 岡部　妃菜乃 田原　楓香

チーム名

松田　太一 佐々木　耀 豊島　優 伊藤　大知

坂下　大哉 五月女　翔 川口　修平

チーム名

功績事項

吉川　貴史 百成　俊博 井上　拓哉 藤井　辰憲

山田　翔太 池部　泰暢 加藤　宏明 田中　世蓮

高島　寬司 田中　健太 辻　健吾 福山　正太

杉下　尚也 片岡　晃基 井関　渉二 眞栄田　幸佑

新井　岳 浅野　公貴 伊東　将慶 堀江　幸聖

福田　昇司 武石　拓郎 樫山　祥太郎 山下　直人

大崎　哲寛 福本　和史 上田　健太 山田　龍人

川畑　俊貴 太田　匡亮

チーム名

（山本　由佳理） （浅野　祥代） （深野　加弥） （及川　栞）

（坂井　志帆） （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）

石川　美咲 瀬川　真帆

チーム名

功績事項

駒形　羽良々 森　遼名 真田　遥果 大岩　莉奈

立岩　奈那子 岸　明日香 水野　百華 五島　千那美

佐守　風香 足立　依鞠 岩田　楓 河合　珠音

五島　希 森　珠希 土屋　朋香 川瀨　有紗

佐藤　彩野 渡辺　知夏

チーム名

功績事項

藤井　辰憲 吉川　貴史 井上　拓哉 福山　正太

加藤　宏明 池部　泰暢 山田　翔太 田中　世蓮

高島　寬司 山田　龍人 辻　健吾 杉下　尚也

川畑　俊貴 横山　友裕 中山　友博

※長期にわたり、優秀な選手(チーム)を育てた指導者。

手を多く育てた。また選手は高校だけでなく大学・社会人でも活躍を続けている。

中長距離を中心に練習・生活態度を含めた真摯な指導を継続し、全国で戦える選

長距離の専門家として選手の指導にあたり、長距離駅伝で多くの優秀な選手を育成
した。

功績事項

構成メンバー

第39回全日本社会人ホッケー選手権大会　優勝

岐阜各務野高等学校　女子ホッケー部

構成メンバー

岐阜朝日クラブ

第91回全日本男子ホッケー選手権大会　優勝

ソニーHC BRAVIA Ladies

第49回全国高等学校選抜ホッケー大会　優勝

第78回全日本女子ホッケー選手権大会　優勝

功績事項

※太文字の選手は特別優秀選手賞

優秀指導者賞（2名）

塚中　一成

羽柴　卓也

高円宮牌2017女子日本リーグ　優勝

 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS

高円宮牌2017男子日本リーグ　優勝

構成メンバー

加茂高等学校 ボート部

功績事項
平成29年度全国高等学校総合体育大会　陸上競技

男子4×100mR　優勝　

第28回全国高等学校選抜ボート大会　舵手つきクォドルプル　優勝

構成メンバー

※（）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

平成29年度全国高等学校総合体育大会　ボート競技　舵手つきクォドルプル　優勝

岐阜聖徳学園高等学校 陸上競技部

優秀チーム賞（12チーム）・優秀選手賞（優秀チーム賞構成員120名）

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

功績事項



チーム名

功績事項

石坂　ひなた 池田　沙紀 木下　七美 バイ　クンバ　ディヤサン

ハディ　ダフェ 杉野　未怜 江田　晴香 大場　晴子

阪納　百 稲森　那奈穂 藤田　和 矢野　紗也佳

チーム名

構成メンバー 木野　日央里 高木　葵

チーム名

構成メンバー 田島　菜々子 河本　理桜 三浦　エリー

チーム名

功績事項

荻田　ひろ美 岡安　美登理 竹村　奈緒美 川村　瑠李

外山　菜緒

チーム名

功績事項

川地　葵 今西　風夏 松久　歩未 児島　梨心

宇佐美　亜依 浅利　彩月 高橋　楓 野村　麗奈

岩田　奈津希 松田　采弓 中村　未那 武藤　春菜

チーム名

功績事項

佐伯　奨哉 岡田　康希 坪井　英希 伊藤　開也

小倉　啓輔 加納　稜也 保木平　楓馬 内木　蓮

池田　究 大林　祐輝 大竹　貫太 熊﨑　司

森岡　大晟 島田　侑弥 大島　遼介 加藤　昴

構成メンバー

 岐阜ライフルクラブアカデミーA

平成29年度第17回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会
功績事項

功績事項

第９回全日本都道府県対抗女子剣道大会　優勝

中京学院大学附属中京高等学校 軟式野球部

第６２回全国高等学校軟式野球選手権大会　優勝

構成メンバー

岐阜NEXUS

第17回全日本中学生男女ソフトボール大会　優勝

わかくさ女子剣道部

ビームライフル少年女子立射40発競技　団体　優勝

鶯谷高等学校　ビームシューティング部

平成29年度第54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女子立射40発競技　団体　優勝

岐阜女子高等学校 バスケットボール部

平成29年度全国高等学校総合体育大会　バスケットボール競技　優勝

構成メンバー

構成メンバー



氏　名

　50ｍ3×40M　優勝

10mＳ60Ｍ　出場

入江　菜々美

松田　祥位

3km個人パーシュート　優勝

藤井　陽 第34回　日本身体障がい者水泳選手権大会　S15　100m自由形　優勝

濱口　聖羅

竹川　ひかる

秋田　啓

世界ボウリング選手権大会2017　出場

2017IWBFアジアオセアニアチャンピオンシップス　3位

田中　秀弥

古田　純大

2017年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会

平成28年度全国選抜大会　ライト級　優勝

吉田　ことみ

松井　謙

世界ボウリング選手権大会2017　出場

第41回全日本ジュニア障害飛越選手権　優勝

CDI/CSIJ-B Taipei 2017　2段階障害飛越　優勝

高木　葵

中村　賢人

松島　朔矢 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

小枝　朱梨 平成29年度第17回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会　BP40JW　優勝

松澤　茉里奈 第51回　全日本社会人卓球選手権大会　女子シングルス　優勝

増田　夕華 2017年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会　2㎞個人パーシュート　優勝

3kmインディヴデュアル・パーシュート　優勝

河本　弦希

平成29年度全日本中学生ライフル射撃競技選手権大会　10mS60M　優勝進藤　健

足立　柊弥

遠藤　雅也

橋爪　一馬 平成29年度全日本ライフル射撃競技選手権大会　10mS60M　優勝

赤松　諒一

柘植　充

上野　美歩

岩垣　勇司

山下　航生

間宮　里菜

吉田　佳純 第33回U20日本選手権大会　400ｍH　優勝

平成29年度第17回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会　BP60JM　優勝

第58回全日本学生選手権トラック自転車競技大会　男子スクラッチ　優勝

第12回全国中学校選抜ボート大会　シングルスカル　優勝

第37回全日本中学選手権競漕大会　シングルスカル　優勝

国際エアガン大会　10mARS60JM　出場

第86回日本学生陸上競技対抗選手権大会　走高跳　優勝

第44回全日本中学校陸上競技選手権大会　400m　優勝

第11回U18日本陸上競技選手権大会　砲丸投　優勝　円盤投げ　優勝

第65回全日本実業団対抗陸上選手権大会　棒高跳　優勝

平成29年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会

平成29年度全日本女子ボクシング選手権大会　ジュニアの部　ライト級　優勝

第9回ファザ国際車椅子バスケットボールトーナメントinドバイ　3位

2017年JOCジュニアオリンピックカップ

平成29年度全日本中学生ライフル射撃選手権大会　BRS40JW　優勝

平成29年度全日本中学生ライフル射撃選手権大会　10mS40JW　優勝

平成29年度第17回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会　BRS60M　中学生の部　優勝

第21回全日本選手権個人タイムトライアルロードレース大会

インディヴデュアル・タイムトライアル　優勝

　優秀選手賞（個人種目２８名）

第21回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会

2017ISSFジュニアワールドチャンピョンシップ　ズール大会

2017年レスリング世界カデット選手権 　男子グレコローマンスタイル50㎏級　優勝

平成28年度全国高校総体　ライト級　優勝

　男子カデットの部グレコローマンスタイル　優勝

功績事項

第12回全国中学校選抜ボート大会　シングルスカル　優勝

第37回全日本中学選手権競漕大会　シングルスカル　優勝


