
【特別感謝状】

年度 年月日 氏名

昭和61年度 61.7.18 真壁　賢二

平成4年度 4.7.24 故 山橋敬一郎

平成6年度 6.7.21 故 岩瀬　寿治

平成12年度 12.7.18 故 難波　博夫

平成14年度 14.7.18 故 真壁　賢二

平成29年度 30.1.10 故 杉崎　幸正

平成30年度 31.1.10 故 柴田秀之助

【感謝状】

年度 年月日

昭和57年度 57.7.18 武井　　誠 吉野　寿夫

昭和59年度 59.7.22 渡辺　　勉 高田　万作

昭和60年度 60.7.28 山崎　義雄

昭和61年度 61.7.18 故 佐野　清二 故 露木　稲司 小泉　英彦 鈴木好太郎 志村　健三

昭和62年度 62.7.17 夏目　　昭 小林　俊夫

昭和63年度 63.7.22 故 加藤　　実 故 下山　　猛 曽我　友一

平成元年度 1.6.30 難波　博夫

平成2年度 2.7.14 岩田　一雄

平成4年度 4.7.24 長谷川芳次 芦川　　駿 山本　誠一 故 柳川　修一 故 橋本　静夫

平成5年度 5.7.21 故 松本　芳雄

平成6年度 6.7.21 田島　良一 沖津　　弘

平成7年度 7.7.19 大野　眞一

平成8年度 8.7.18 磯崎　守久

平成9年度 9.7.10 杉山　博保

平成10年度 10.7.17 山口　一郎 譲原　キヨ

平成11年度 11.7.16 冨川　正秀

平成12年度 12.7.18 寺嶋　勝義 椎野　恵二 加藤　輝純 飯山　　武 内野　孝一

堀越　信男

平成13年度 13.7.18 岩田　富夫 野川エミ子

平成14年度 14.7.18 小林　敏雄 湯山　　臣

平成15年度 15.7.16 吉田　賢祐 武井　良雄

平成16年度 16.7.14 村松　幸平 鈴木　幸雄

平成17年度 17.7.12 譲原　脩二 山口　　敬 田中　澄雄 石黒　幸一

平成18年度 18.7.18 杉本　錦治 岩崎　良春

平成19年度 19.7.17 柴田秀之助 椎野　恭介

平成20年度 20.7.15 小澤　良明 青木　照夫 松井　　實 本多　輝男 岡田　安史

平成21年度 21.7.14 磯崎　公一 丸山　春信 谷　　良三

平成22年度 22.7.13 小泉　　武 石渡　義男 辻　　修身 津田　　博 川瀬　義幸

高井　八郎 松本　　修

平成23年度 24.1.13 片桐　　晃 瀬戸　幾一 古正　文男 福澤　　裕 山口　　稔

髙橋　正則

小田原市体育協会功労者等表彰　受賞者一覧
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年度 年月日

平成24年度 25.1.11 杉崎　幸正 角田　よう

平成25年度 26.1.10 原　　義明 瀬戸　昭彦 山居　　努 杉本　孝夫 石井　美子

平成26年度 27.1.9 鈴木　啓司 遠藤　義幸 山口　利昭

平成27年度 28.1.8 辻　　秀志

平成28年度 29.1.10 木村　貞雄 故 鈴木　一幸 若林　　武 大島　正平 加藤　義和

椎野　純雄

平成30年度 31.1.10 故 鈴木　忠昭 髙橋　卓保 奥野　義守 前田　　誠 豊嶋　輝慶

瀬戸　　充 中山　善一 鈴木　　稔 小林　清美

令和元年度 2.1.10 柳下　良巳 岩田　忠和

令和2年度 3.1.12 小泉　幸子 中村　一恵 大竹　幸子 荒川　　優 川口　博一

令和3年度 4.1.11 岩本　良則

【功労者表彰】

年度 年月日

昭和57年度 57.7.18 本田　勝寿 香川　健治 秋山　　悟 石井　　潔 渡辺　勝利

秋山　重広 松井　　實 露木　茂之 高力　利雄 星　　　宏

瀬戸　　充 星野　貞之 布施　功恵 中戸川葆弘 津田　政満

遠藤　恒行 松本　清志 鈴木喜三郎 長谷川利男 内田　勝彦

昭和58年度 58.7.17 池田　　実 柳下　良巳 堀口　　昇 遠藤　克彦 太田　　実

中戸川恒男 岡本　勝信 鈴木　忠昭 小川　裕康 天野　三郎

小林　　篤 深山百合子 村田竜太郎 安藤　一男 岡部　　登

三廻部幸男 椎野　恭介

昭和59年度 59.7.22 岩本　　誠 江島　　紘 山梨　和夫 隅田　守和 遠藤　義幸

髙橋　保夫 大野　速雄 五十嵐正明 本多　　弘 剣持　一美

大野　隆弘 原沢　義孝 井上　英一 瀬戸　　勇 村越　幸年

小原　　弘 露木　一男

昭和60年度 60.7.28 石川　敏晴 池田　三男 安藤　宜一 若林　　武 石井　　勇

田代　　進 林　　　勝 吉田　三郎 竹縄　倉造 大黒三枝子

曾我　栄一 山田　正之 栗木　良和 沢　　春男 滝山　武久

山浦　一雄 千明　道夫 石塚　良雄 森下イト子 土屋新太郎

神田庫之助

昭和61年度 61.7.18 坂本　三男 長谷川陽一 山口喜一郎 山口　　栄 峯岸　章夫

佐藤　正幸 岩下　良平 木村　一男 渡辺　鉄男 高橋　　豊

井上　光雄 富田　隆夫 穂坂　忠男 寺山　哲博 坂本　　照

川口　　弘 小澤　卓二 石井　良子 斉藤　はる

昭和62年度 62.7.17 上原　正男 剱持　雅美 武井紀世海 武田　敏治 山崎　敏雄

剱持　照明 長谷川隆一 青木　顕三 那須　昭三 岸部　　正

松村　昭男 久津間　孝 真田　正春 瀬戸　君代 椎野　　篤

曽我　一男 川瀬　禮子 真壁　一良 木村　　茂 青木　春吉

昭和63年度 63.7.22 牧島　　巌 古屋　正義 富樫　茂義 深谷　絹代 小瀬村武二

鈴木　康夫 寺沢　一男 池浦　　茂 諸星　恪次 星崎　幸雄

吉野　輝夫 本多　　晃 石井理恵子 戸張　勝治 星　　　宏

平成元年度 1.6.30 佐藤豊二郎 松本　ニ六 長尾　利男 椎野　高雄 杉山　　茂

片山　　譲 小泉　道則 小野島粂四郎 飯塚　重雄 曽我　昭二

本多　貞勇

氏名

氏名
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年度 年月日

平成2年度 2.7.14 川本　好則 柳川　真寛 岩田　富夫 相澤　通春 小泉　吉晴

北村　周平 西尾　　豊 剱持　健寿 内田　温雄 大木　　巌

岩堀千代子 細川　真良 牧内　勝利

平成3年度 3.7.29 奥津　勝洋 栗田　　実 秋山　幸男 高田　良平 大川　満芳

岡田　博之 熊田　正義 奥津富士夫 間中　俊夫 北村　忠彦

長田　吉郎 原川日出男 丸山　四郎 岩本　清作 井藤　隆司

片山美代子

平成4年度 4.7.24 柳川アヤ子 内田　英之 田村　克夫 岡崎　　明 杉本　孝夫

鈴木　　守 岩田　俊昭 市橋　　貢 小澤　　等 浜田　英次

飯島　勝英 鈴木ヒロ子 松原千代子

平成5年度 5.7.21 稲村　　晋 小泉　　武 森谷　　進 石野　一男 土谷　弘信

前田　　誠 井藤　真澄 石塚　一秀 本多　輝男 下澤　　孝

遠藤　国雄 故 木村　重行 富沢　良三 菅沼　哲夫 秋山幹一郎

北村　泰一 沖塩　芳恵 森谷　幸江 大山　　勇 上野　正巳

平成6年度 6.7.21 河笠　喜饒 山口　正伸 鳥居　伸嘉 関森　宏悦 加藤　輝純

渥美　則夫 小室　静雄 市石　剛一 大場　　薫 石川　　功

近藤　光男 二宮　章郎 杉山　輝雄 木村　雅江 大竹　幸子

椎野　宣幸 小松アイ子 鴨打　健雄 廣井　一直

平成7年度 7.7.19 川瀬　義幸 伊藤　和次 栢沼　一郎 鈴木　俊雄 木内　昭信

小島　　實 古谷　壽江 石黒　　茂 和田　増夫 山口　條平

青木　春吉

平成8年度 8.7.18 鈴木　幸雄 倉持　三郎 村山　健康 椎野　純雄 故 富田　博子

井藤　英一 三浦　富夫 勝俣　智夫 山田　　武 故 吉田　克興

平成9年度 9.7.10 石川　肇一 米川　和幸 徳田　孝行 古澤　　博

平成10年度 10.7.17 名倉　　晃 飯田　八道 黒田　　豊

平成11年度 11.7.16 剣持　博通 古澤　秀子 笠原　昭宏 西島　四郎 前田　元治

①大川幸一郎 久野　　元

平成12年度 12.7.18 岩崎　　甫 府川　正明 斉藤　義博 木村　徳善

平成13年度 13.7.18 山口　弘之 市川　智朗 栗原　重一 井上　英一 小林　美園

銭谷　　満 浜田　泰男 佐藤　　朗

平成14年度 14.7.18 田代　トミ 内山　健治 設楽　正義 高橋　行雄

平成15年度 15.7.16 飯島　敏治 大石　義久 荒川　正一 蛭田　克美 石塚　靖夫

平成16年度 16.7.14 草柳　　寛 川崎　芳雄 斉藤かつ子 鬼崎　正義 帆足　　仰

平成17年度 17.7.12 遠藤　昭三 一寸木富雄 神保　武士 坂本　　坦 ②大川幸一郎

関野　博光

平成18年度 18.7.18 安藤　道雄 栗原　邦夫 堀　　吉晴 藤井　健児 　堤　　孝夫

山口　正夫

平成19年度 19.7.17 鈴木　一幸 本多　　昇 石川　行雄 伊与田幸子 甲田　聖一

山本　　剛

平成20年度 20.7.15 原田　勝美 岡本　晴男 乾　　宗俊 川口　博一 釼持　　明

別府　静枝

平成21年度 21.7.14 清水　　守 飯田　　薫 大舘　信雄 鈴木征二郎

平成22年度 22.7.13 湯川　利之 邨山　温子 山田　　進 香川　敬明

平成23年度 24.1.13 久古　　茂 押切　千尋 松浦　哲也 鈴木　信美 小木　正作

山口　修史 石井　清貴
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年度 年月日

平成24年度 25.1.11 大木　　壽 岩﨑　敦吉 石井　守男 赤瀬　恭逸 金森　憲正

石井　美子

平成25年度 26.1.10 青木　辰男 鈴木　啓司 佐藤　　均 田中　　武 内藤　　篤

柴田　正光 出羽　成吏 柏木　　功 武井　弘行 鈴木　　忠

大舘　恒夫 篠崎　　豊 大橋留美子

平成27年度 28.1.8 大木　哲雄 鈴木　洋一 岸本千江子 内田　光彦 石塚　哲也

平成28年度 29.1.10 下田精一郎 松本　泰弘 渡部　英二 古谷　　清 原　　信行

平成29年度 30.1.10 木村　一男 内田　英之 鈴木　武夫 剣持　　栄

平成30年度 31.1.10 廣川　　明 佐藤　哲男 市川　房雄 児玉　雅彦 林　富士夫

吉岡　正廣 石原　和子 星野　勝利 中山　孝人

令和元年度 2.1.10 山下　尊己 野澤　洋一 濱野　顕彦 野田ひろみ 杉山　正洋

松岡　　繁 髙橋　金次 平井　正男 神野　　守 山野千芙由

令和2年度 3.1.12 石黒　一夫 中山　雅浩 木村　善之 堀　ユリ子 木曾惠利子

高尾　俊之 北村幸一郎 　　新一

令和3年度 4.1.11 青木　　豊 栁井　信明 石川　和子 岸本　匡美 澤地　康雄

加藤　　忍

【特別功労者表彰】

年度 年月日

平成10年度 10.7.17 故 下田　致生 故 片山　正二 故 椎野　信男

平成18年度 18.7.18 故 小林　辰雄

平成21年度 21.7.14 故 早川　忠克

平成27年度 28.1.8 故 長田　修介

　

【優秀選手表彰】

年度 年月日

昭和57年度 57.7.18 ①上原　正男 ①磯崎　公美 ①岩本　和彦

昭和58年度 58.7.17 浦井　由香 楠本　武彦 中山　雅浩

②岩本　和彦 ②磯崎　公美

昭和59年度 59.7.22 ②上原　正男 一寸木光昭 池田　和弘 石井　健吾 ③磯崎　公美

昭和60年度 60.7.28 ①田中　　昇 ①安池　一公 ①小嶋　充功 ④磯崎　公美 府川　博樹

昭和61年度 61.7.18 ⑤磯崎　公美 ②小嶋　充功 柏木　尚夫 川野　克俊

昭和62年度 62.7.17 ②田中　　昇 ③小嶋　充功 ⑥磯崎　公美 近藤　寿也

昭和63年度 63.7.22 ③田中　　昇 ①田住　五次 ①野地　光明 兵藤　茂美 内田　一郎

⑦磯崎　公美 ④小嶋　充功 ②安池　一公

平成元年度 1.6.30 ③上原　正男 ①本橋　直道 ①橘川　　寛 小沢　芳弘 小嶋　成額

⑤小嶋　充功 ⑧磯崎　公美

平成2年度 2.7.14 ④上原　正男 ②田住　五次 ①高久　明美 杉山　　弘 森　　直久

小沢　　司 稲井　　武 和田　邦彦 西野　　隆 山梨　明人

佐藤　一秀 山本　博之 西田　健一 古河右一郎 鈴木　浩之

湯川　邦木

平成3年度 3.7.29 豊田　雄樹 文字　信一 ②本橋　道直 ③田住　五次 ④田中　　昇

杉本　錦也 足柄ホープ

平成4年度 4.7.24 ③安池　一公 武井　博員 豊田　雄樹 ③本橋　道直 ⑤上原　正男

平成5年度 5.7.21 ⑥上原　正男

氏名
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平成26年度 27.1.9

氏名



年度 年月日

平成6年度 6.7.21 佐藤　綾香 ①府川　恵美 渡辺　紀夫 近藤　和彦 ②高久　明美

柏木　伸一 山口由紀子 ①稲毛　英則 乙部　茂明 ①鈴木　賢司

山本　浩平 北村　清和 北川　隆司 寺畑　直樹 佐藤　光昭

勝亦　　正 真壁　幸治 神尾　博文 星崎　元紀

平成7年度 7.7.19 府川　陽介 野澤　朋子 関戸満津江

平成8年度 8.7.18 勝俣　　徹

平成9年度 9.7.10 ①本多　秋晴 ①鷲頭　宏絵 佐藤　琢磨 ②府川　恵美

平成10年度 10.7.17 ②鷲頭　宏絵 ②本多　秋晴 勝俣比呂美

平成11年度 11.7.16 鷲尾　　綾 佐藤　文彦 ③鷲頭　宏絵 久保三磯子 夏苅由美子

磯崎　敬太 金中　育人 浅山　美穂 市川　幸治 川口　鮎美

大島　秀一 小澤　亮子 森田　知奈 博多屋香織 飯倉　春奈

山村　健藏 ①菊川　雅史 野崎　明宏 勝田　一義 ①小山　尚徳

平成12年度 12.7.18 ④鷲頭　宏絵 西　　昌宏 難波　基輝 小菅　康博 藤澤　勇人

河野　　歩 河野　　洋 古屋　佳二 ①町山　文洋 ①高橋　　誠

遠藤　祐一 石井　祐治 横野　りえ

平成13年度 13.7.18 高橋麻衣子 ②高橋　　誠 ①山本ひとみ ②町山　文洋 森川　　将

小澤　英和 木村　康隆 長谷川潤一 小澤　晃弘 ①加藤　勇次

①磯﨑　直美

平成14年度 14.7.18 ③高橋　　誠 ②山本ひとみ 湯山　博道 飯塚　大介 西村　篤人

秋山　友里 森　　智広 渡邉　　孝 飯沼　和男 安保　信幸

谷口　共徳 堀江　　陽 小林　正佳 山﨑　陽平 本多新太郎

島田　　傑 松本　　哲 ②加藤　勇次

平成15年度 15.7.16 ⑤鷲頭　宏絵 ①多田　信吾 ①高山　典子 ①佐次田一美 川田　智也

石川　　岬 鶴井　　光 山口　充弘

　　カネボウ化粧品小田原女子ソフトボール部

平成16年度 16.7.14 ①加藤　貴大 ①野地　俊也 堀　　義和 山川　暁隆 ②高山　典子

⑥鷲頭　宏絵 ①古正　文男 遠藤　一雄 ②野地　光明 ①柳川　真寛

小菅　絵里 高田かおり 山口　　恵 ②佐次田一美 大津　崇臣

②小山　尚徳 古里公一郎 ②菊川　雅史 木村　　穂 ①山本　洋彦

及川　賢太 ④安池　一公 ③加藤　勇次

平成17年度 17.7.12 ②加藤　貴大 小泉　雅文 ②野地　俊也 渡邊　和敏 権守　竜也

三橋　哲朗 ⑦鷲頭　宏絵 関野　由優 渡辺健史郎 青木　孝廣

横溝　　悟 ②山本　洋彦 ②多田　信吾 神保　雅子 ②磯﨑　直美

④加藤　勇次

平成18年度 18.7.18 石川　徹哉 佐藤　　享 吉澤　彩夏 小澤　　孝 高橋　拓也

村山　大樹 青木　　肇 稲井　　武 北住　隆生 鈴木　浩之

鈴村　政治 ③高久　明美 西田　健一 岩本　雅也 小澤　　司

③多田　信吾 渡邉　　翔 ⑤加藤　勇次

　　小田原市チーム（男子バレーボール）

    国立印刷局小田原ソフトボール部

平成19年度 19.7.17 ③本多　秋晴 ③山本　洋彦 野地　洋平 中村　　茜 新崎　涼子

末吉かほり

平成20年度 20.7.15 飯田　智康 森　　智広 ④多田　信吾 ⑥加藤　勇次 徳保　圭亮

　　久野どんぐりチーム(ペタンク）

氏名
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年度 年月日

平成21年度 21.7.14 ①松下　祐樹 ②古正　文男 ②橘川　　寛 ④山本　洋彦 ①鈴木　　誠

①小林　克己 西　　結衣 福田　悠香

平成22年度 22.7.13 ②松下　祐樹 ①杉本　　恵 杉本　和也 ⑤山本　洋彦 石井　恵子

②鈴木　　誠 ②小林　克己 ⑦加藤　勇次

平成23年度 24.1.13 ①菅澤柚花里 中西絵莉香 稲井　桃子 大沼明日香 ①伊藤　暢英

①大石真珠美

平成24年度 25.1.11 ③野地　光明 ⑥山本　洋彦 ②大石真珠美 山田　安子 ⑤多田　信吾

⑧加藤　勇次

平成25年度 26.1.10 ②柳川　真寛 伊藤　航大

平成26年度 27.1.9 ②杉本　　恵 菅澤杏花里 ②菅澤柚花里

平成27年度 28.1.8 ③菅澤柚花里 ⑦山本　洋彦 ①松田　実来 宮川　友城

平成28年度 29.1.10 ⑧山本　洋彦 ②伊藤　暢英 高原　米子 青木　りん 北原　千愛

平成29年度 30.1.10 ③杉本　　恵 荻窪　武晴 栗田　舜二 青木　東平 ④野地　光明

橋本　翔歩 ⑨山本　洋彦 ③伊藤　暢英 ②松田　実来 松田　嵩大

立木　政充 山内滉士郎 石黒　友毅 奥津　玲太 村山　尋哉

横川　旦陽 大垣　徹晃 ①岩渕　立歩

  ②学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部男子4×400ｍリレーチーム

平成30年度 31.1.10

古谷ちなみ 長野　有紗 榎本　里歩 蛭海　　和 竹内　大高

  ③学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部男子4×400ｍリレーチーム

令和元年度 2.1.10 ③柳川　真寛 池田　空生 ⑩山本　洋彦 曽我クラブ

  ④学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部男子4×400ｍリレーチーム

  ④学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×400ｍリレーチーム

石塚みなみ 納屋　　滴 西浦　詩乃 西湘WingsFC

令和2年度 3.1.12 　①山田紗也香

  ⑤学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部男子4×400ｍリレーチーム

  ⑤学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×400ｍリレーチーム

令和3年度 4.1.11 石井　克明 　②山田紗也香 久保田天来 ②岩渕　立歩 亀山　宏紳

高橋　　光

  ⑥学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×400ｍリレーチーム

　　バトツェツェゲ オチルサイハン　　バトジャルガル ムンクジャルガル

　　学校法人新名学園旭丘高等学校相撲部

　①学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×100ｍリレーチーム
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　②学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×100ｍリレーチーム

　　西湘（少年ソフトボールチーム）

  ①学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部男子4×400ｍリレーチーム

　①学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×400ｍリレーチーム

　②学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×400ｍリレーチーム

　①学校法人明徳学園相洋高等学校女子ソフトテニス部

　　シャグダルスレン・ダライバートル　　バドジャルガル・チョイジルスレン

　③学校法人明徳学園相洋高等学校陸上部女子4×400ｍリレーチーム

    小田原マスターズチーム（バスケットボール）　

氏名

    独立行政法人国立印刷局小田原工場野球部



【特別優秀選手表彰】

年度 年月日

平成28年度 29.1.10

付記： （１）功労者表彰受賞の大川幸一郎さんは、国体入賞チーム監督として２回受賞

（２）優秀選手表彰の各受賞者の〇数字は、同一人（又はチーム）の受賞回数を表記

（３）特別優秀選手表彰の松下祐樹さんは、優秀選手表彰でも２回受賞

氏名

　③松下　祐樹(リオデジャネイロオリンピック競技大会男子400ｍハ-ドル出場)
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