
受 賞 年 個　　　人 団　　　体

昭和56年 並木 周一

60年 　陸上競技クラブ

平成　8年 島崎 林蔵

10年 　羽村市体育協会

12年 市川 光男

受 賞 年 個　　　人 団　　　体

平成  元年 島崎 林蔵

6年 市川 光男

15年 柴田 昌孝

29年   ソフトボール連盟

30年 田村 義明

受 賞 年 個　　　人 団　　　体

昭和43年 並木 周一

52年 加藤   正

56年 　羽村町体育協会

57年 　剣道玉心会

58年 市川 光男 　陸上競技クラブ

59年 島崎 林蔵

60年 　軟式野球クラブ

平成  4年 石川 　紀

6年 野崎 功市 　柔道会

7年 斎藤 誠司

9年 田村 成雄 　卓球連盟

11年 柴田 昌孝

12年 羽村 達郎 　スキー連盟

14年 柴田 俊男

15年 　ソフトテニス連盟

16年 大野 元雄 　舞踊連盟

17年 中野 祐司 　バレーボール連盟

18年 　空手道連盟

19年 　ソフトボール連盟

過去における表彰(個人・団体)一覧

文部大臣表彰

東京都功労者表彰【スポーツ振興功労賞】（旧東京都知事表彰）

東京都教育委員会表彰(スポーツ功労賞へ移行)



受 賞 年 スポーツ功労賞 スポーツ功労団体

平成20年 　テニス連盟

21年 　ラジオ体操会

23年 　カヌー協会

24年 　バドミントン連盟

25年 田村 義明 　水泳協会

28年 本田 文栄 　弓道会

29年 岸浪 一正 　ゲートボール協会

30年 中溝 正治

受 賞 年

18年

19年

26年

28年

29年

受 賞 年 体育功労賞 体育優良団体

昭和51年 島崎 林蔵

56年 石川 良一

58年 　銃剣道会

63年 石川　 紀

平成　元年 野崎 功市 　柔道会

2年 斎藤 誠司

3年 鈴木 　明 　卓球連盟

4年 柴田 昌孝 　スキー連盟

5年 田村 達雄 　ソフトテニス連盟

6年 中野 祐司 　民踊連盟

7年 柴田 俊男 　バレーボール連盟

　　　8年 田村 成雄 　空手道連盟

羽村市教育委員会表彰

氏　　　　　　　　　名

　田村 兼雄　 島田 武三　  田村 治雄　  塚田 正直　　小山 茂樹

　中野 恒雄　 齊藤 俊明

   神田 稔 　　小松美代子　池田 孝信　  西岡 達雄　　中野  保

　渡辺 武夫　  嶋田美智子　川上 剛史　　松本 末子

　岸浪 一正

公益財団法人東京都体育協会表彰　№1

東京都スポーツ功労賞

平成12年

　清水 正宏

13年

14年

　村田 和生　  河内 準治　　矢ケ崎金造　秋山 三雄　　三浦 勇策

　鵜野 明美　  鈴木 俊介

　浅見  貞 　　田村 義明　　渕井  司

　柴田 忠作　  高橋 那依

　加納 正彦



受 賞 年 体育功労賞 体育優良団体

平成9年 塚田 正直 　ソフトボール連盟

　　10年 羽村 達郎 　硬式テニス連盟

　　11年 中野　 保 　ラジオ体操会

　　12年 大野 元雄 　バドミントン連盟

　　13年 柴田 満行 　カヌー協会

14年 矢ケ崎金造 　水泳協会

15年 田村 義明・小松美代子 　弓道会

16年 小山 茂樹 　ゲートボール協会

17年 桜沢　 修 　サッカー協会

 18年 羽村 福寿 　バスケットボール連盟

19年 福井 直和 　ダンススポーツ連盟

20年 齊藤 俊明 　ゴルフ連盟

21年 池田 孝信 　陸上競技クラブ

22年 岸浪 一正 　軟式野球連盟

23年 本田 文栄 　剣道玉心会

24年 浅見　貞 　柔道会

25年 井上 克巳 　卓球連盟

26年 青島 一也 　スキー連盟

27年 山口 孝幸 　ソフトテニス連盟

28年 天野 春夫 　バレーボール連盟

29年 宮下 ミネ子 　インディアカ連盟

30年 中溝 正治

令和元年 宮林 眞人 　空手道連盟

受 賞 年 功労賞 特別功労賞

昭和58年 田村 成雄

平成　7年 　市川 光男

8年 小松 美代子

9年 浅見　貞

10年 堀口 太郎

11年 斎藤 誠司・矢ケ崎 金造

12年 小山 嘉三

13年 小山 茂樹

14年 田村 義明

15年 桜沢　修

16年 羽村 福寿 　斎藤 誠司

17年 宮林 眞人

18年 西岡 達雄

19年 本田 文栄

20年 井上 克巳 　大野 元雄

21年 河内 準治

22年 平　 辰男

23年 神田　稔

24年 田村 志津子 　小山 茂樹

25年 田村 美好

公益財団法人東京都体育協会表彰　№2

東京都市町村体育協会連合会表彰　№1



受 賞 年 功労賞 特別功労賞

26年 藤田　力

27年 天野 春夫

28年 宮下ミネ子

29年 中溝 正治

30年 神田　稔 　岸浪一正

受 賞 年 体育功労賞 体育優良団体 スポーツ功労賞
杢 吉之助 畑中 幸

作
　柔道会 　青木 一男

石川 紀 野崎 功
市

　卓球連盟 　柔道会

　斎藤 誠司 　スキー連盟
中野 恒雄 永岡 正

美
　バレーボール連盟 　玉心会女子チーム

福井 直和 島田 治
平

　ソフトテニス連盟 　ソフトボール連盟

　塚田 正直 　民踊連盟
柴田 昌孝 田村 達

雄
　ソフトボール連盟

鈴木 明 加藤 正
雄

　硬式テニス連盟

　空手道連盟
田 村 勇 八 重 樫

章
　羽村 達郎

小松 美代子 小山 嘉
三

　羽村リザード

　浅見　貞 　(軟式野球連盟)

　ラジオ体操会 　山口 孝幸

　バドミントン連盟 　空手道連盟

　カヌークラブ 　弓道会

受 賞 年 功　　労　　賞 優　良　団　体

平成20年 鶴岡　 進 　水泳協会

　　21年 對馬三四年 　弓 道 会

　　22年 清水 正宏

　　23年 石田 健一

　　24年 篠崎 寿之

25年 加納 正彦

26年 坂谷 保則

27年 　宮下 ミネ子

28年 中溝 正治

29年 中根　透

30年 中根 宏行

昭和61年

東京都市町村体育協会連合会表彰　№2

西多摩郡体育協会表彰

　　62年

63年 　山口 孝幸

　石田 哲也

　山口 孝幸

3年 　矢ケ崎 金造

平成 元年

2年

　　　　　　　　　西多摩地域体育協会連絡協議会表彰　　　　　　



受賞年 表彰種別

加盟団体関係

本部関係

スポーツ功労者

加盟団体関係

体育優良団体

本部関係

加盟団体関係

本部関係

加盟団体関係

体育優良団体

加盟団体関係

体育優良団体

本部関係

体育優良団体

スポーツ功労者

本部関係

本部関係

加盟団体関係

スポーツ功労者

スポーツ功労者

　羽村 幸男

　堀口 太郎　大野 元雄

　里中 幹雄　岡野 紀子　宮原  圭　石田 武利　渕井  司

　選抜羽村クラブ(ソフトボール)

　尾辻 邦治　牧野 伸一　岩瀬美津江　渡辺 公子　清水日出雄

　大野 栄一　荻田 信也

　石田 隆二

加盟団体関係

平成 元年 加盟団体関係

5年

スポーツ功労者

6年
加盟団体関係

8年

9年

　中村 正市　田村 正一　古川 五郎　宮本 重利　野村冨美江

　サッカー協会

　渕井  司　 相沢 秀夫　　選抜壮年羽村クラブ(ソフトボール)

　田村 美好　 野 　文雄　八巻 綾子

　津金 怡一　渡辺 武夫　久下  章　 宮林 眞人　島田 治平

　島田傳二郎　永島 春夫　秋山 三雄　大串　 豊

　弓道会　ゲートボール協会

　下田 芳雄　斎藤 康二　野崎 琴江　今井 順二　中井 励ニ

　サッカー協会選抜　羽村クラブ(ソフトボール)

　浅見　貞

　並木 太一　鈴木 秀夫　田村 義明　師岡 武平　中野　保

　羽村 達郎　八重樫 章　田村　勇

　指田 幸三　本間 正彦　清水芳之助　小山 琢也

　岩本マサ子　石川 美江

　山口 孝幸

　島田　弘　 水野恵美子

7年
加盟団体関係

昭和63年

本部関係

体育優良団体

　小沢 正治　松宮佐武郎

　田村 兼雄　島田 武三　小山 茂樹　内田 弘二

平成 2年

3年

4年

　ソフトボール連盟　テニス連盟　空手道連盟　バドミントン連盟　

　ラジオ体操会

表　彰　者　氏　名

　中野 祐司　雨倉 順治　中里 昭一　池田 孝信　田村 博志

　柴田 俊男　沖本 良枝　島田 俊夫　田村 達雄　鈴木  明

　加藤 正雄　柴田 昌孝　西岡 達雄　小山 徳幸　森田  優

　羽村リザードチーム(軟式野球連盟)

　矢ケ崎金造

　関口 成司

　大矢 勝徳　青島 一也

　増田 常夫　関口 勝己　野村　 清

　カヌークラブ　水泳同好会

　　　　　　　　　特定非営利活動法人羽村市体育協会表彰　　　　　　　№1



受賞年 表彰種別

本部関係

スポーツ功労者

スポーツ功労者

スポーツ功労者

スポーツ功労者

加盟団体関係

スポーツ功労者

体育優良団体

加盟団体関係

体育優良団体

　佐々木善松　リレーチーム(水泳)

　島崎浩史郎　渕井　司　中村 大地　鵜野 幸称　鈴木 浩之

　川上 克巳　泉 ひさ江　藤森眞佐代　荒井 和博

　中野 峰雄　星野 一利　細谷 文雄　下田テル子　西川 信男

　中村 大地　リレーチーム(水泳)

　鵜野永貴和　鵜野 幸称　鵜野 明美　加納進之介　三浦 勇策

　伊藤  晋　本田 文栄　梅村  潔　新井 利一

　ダンススポーツ連盟

　島崎浩史郎　西岡 拓己　鵜野 幸称　川上 剛史　渕井  司

　鈴木 俊介　寺嶋 志優　鵜野永貴和　中村 大地　鵜野 淳企

　バスケットボール連盟

　嶋田美智子

　永山征三郎　中野  勇　関  勝美　石川 恒夫　佐藤 幸寿

　高橋 了三　相沢 英夫　石田 健一

　羽村クラブ(ソフトボール)

　桜沢 勝美　庄司 光昭　吉江 友秋　板橋 正文　茂木 幸良

　津田  潔　入江 義朗　樋口信三郎

　羽村 福寿　桜沢　 修

　猪尾 義春　泉  修　 島田 誠司　篠崎アサノ　中野  毅

　鈴木 雄二　井上美智子

　メドレーリレーチーム(水泳)　渕井　 司

　田村 光夫　熊谷 勝好　加藤 正美　下田  弘　 上野  重

　田村 和子　松原 茂充　遠藤 直裕

　島崎 怜菜　鈴木 浩之　星野 裕輝　加藤 惇平　茂木 勇樹

13年
加盟団体関係

17年

スポーツ功労者

　矢島 実知　鵜野 明美　加納進之介　星野 拓也

　リレーチーム(水泳)　羽村シニアUクラブ(ソフトボール)

　羽村クラブ(ソフトボール若年)

　中野  聡 　鵜野 明美　鵜野永貴和　鈴木 俊介　茂木 勇樹

　塚原 昭夫　選抜羽村クラブ(ソフトボール)

　峯嵜美佐子 田村 哲子　笠輪 俊道　西田 健一

　川上 剛史　中村 大地　鵜野永貴和　中野  毅　リレーチーム(水泳)

　武田  宏　 志茂  豊　神田  稔　近藤 碩考　平野 重野

　平山 裕子　田村 芳雄　山口 孝幸　雙木 幸光

16年

加盟団体関係

スポーツ功労者

11年
加盟団体関係

12年
加盟団体関係

10年 加盟団体関係

14年

15年

加盟団体関係

スポーツ功労者

　島崎浩史郎　鵜野 淳企　茂木 勇樹　鈴木 浩之　鈴木 俊介

表　彰　者　氏　名
　　　　　　　　　特定非営利活動法人羽村市体育協会表彰　　　　　　　№2



受賞年 表彰種別

加盟団体関係

加盟団体関係

加盟団体関係

加盟団体関係

　西山 未来　下地 莉瑚　下田 真由　塚原 歩美　矢島 実知

表　彰　者　氏　名

　下地 莉瑚　西岡 拓己　下地 琢斗　廣山 晃也　居倉  萌

　井上 菜摘　入山 奈央　矢島 実知　入山 功大　島崎浩史郎

　松本雄一郎　鈴木 貴志　塚田  崚　茂木 勇樹　野永 健宏

　羽村クラブ　弓道団体女子

　寺嶋 紗優　西岡 拓己　島崎 怜菜　島崎浩史郎　居倉  萌

　光武 明梨　寺嶋 志優　星野 祐輝　茂木ゆりか　星野 拓也

　井上 菜摘　居倉　 龍　井上小夜子　矢島 実知　入山 奈央

　入山 功大　茂木ゆりか　島崎賢史郎　三宅 史哉

　鵜野永貴和　西岡 拓己　鈴木 浩之　矢島 実知　島崎浩史郎

　今坂　衛 　寺嶋 志優　本澤 拓也　島崎 怜菜　加藤 惇平

　鈴木 浩之　今坂  衛　櫻井 智子　茂木 勇樹　鵜野 淳企

　星野 祐輝　居倉  萌　島崎浩史郎　茂木ゆりか

　廣山 晃也　塚原 拓海　小川 舞子　星野 拓也　関根 凌也

　寺嶋 紗優　廣山 りな　西岡 拓己　島崎 怜菜　井上小夜子

　廣山 優衣　井上 菜摘　居倉  慧　下地 琢斗　今坂  愛

　瀬川 和希　関根 陵也　茂木ゆりか　今坂  衛

　伊藤 文隆　蛯名 博之　小山 公孝　小山 敏彦

　中野 菊枝　河野　誠　 柴田 忠作　加倉井長利

　渕井  司　櫻井 智子　川上 剛史　茂木 勇樹　中村 大地

　リレーチーム(水泳)

　寺嶋 紗優　廣山 りな　居倉  龍　島崎 怜菜　井上小夜子

　大谷 彩歌　下田 真由　寺嶋 志優　熱田 仁志　小川 舞子

　荒川 大佑　中村 大地　川上 剛史　鵜野 幸称

　東京プラスチックス(軟式野球)

　入山 功大　中村 大地　鵜野 幸称　加納進之介　居倉　 萌

　星野 裕輝　川上 剛史　茂木 勇樹　鵜野 淳企　羽村クラブ

　伊藤 寿恵　水沼恵美子　山本 律子　中根 久衛

　瑞慶山良作　鈴木 浩之　西岡 拓己　松永 正史　井上　桂

20年

スポーツ功労者

ジュニアスポーツ功労者

21年

スポーツ功労者

ジュニアスポーツ功労者

19年

スポーツ功労者

ジュニアスポーツ功労者

　鈴木 俊介　寺嶋 志優　矢島 実知　高木 陵太　遠藤 泰次

　居倉　 龍　 川上 剛史　渕井　司　櫻井 智子　榮田 昌史

18年
スポーツ功労者

　中村伊知郎　大村 正仁　木下維久子　橋本 清一　佐藤 輝子

　福島 佳奈　鵜野 明美　井上小夜子　居倉　 龍　渕井　 司

　関根 凌也　鈴木 俊介　塚原 昭夫　下地 琢斗　小川 舞子
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受賞年 表彰種別

加盟団体関係

スポーツ功労者

加盟団体関係

スポーツ功労者

加盟団体関係

スポーツ功労者

加盟団体関係

スポーツ功労者

加盟団体関係

スポーツ功労者

加盟団体関係

スポーツ功労者

加盟団体関係

加盟団体関係 　市山 雄三　慈眼 雅啓

スポーツ功労者 　山口 孝幸　井上昌臣

加盟団体関係

スポーツ功労者

　田中  宏　藤田恵利子

　ダンススポーツ連盟(市町村総合体育大会優勝)

　山田 幸子

　芳賀 紀子　鍛冶屋輝久

　内沼登喜治　梅津 忠敬　山口真奈美　西城みつ代
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29年

　宗像 正雄　茂木  正　大川 秋盛

　前橋 芳樹

　柴田 満行　田村 道生　大澤 泰男

　山口 孝幸

　高橋 徳明　旭  信之

　山口 孝幸　羽村クラブ(ソフトボール連盟)

表　彰　者　氏　名

26年

27年

22年

23年

24年

25年

30年
　河野 ひろみ

　井上 昌臣

28年

　笠輪 俊道　清水 英一郎　橋本 成裕　田村 末晃　田村 義明
スポーツ功労者

　清水 正宏　綿貫 智子　菅沼 智行

　畔上 隆治　平山 康則　門屋 健太郎　村上 大介　島田 拓也


	表彰

