
年度 【功労章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】

中里啓伊治(赤城ク)

宮森　貞子(榛名ク)

星野　光雄(桐高)

石井　定雄(妙義ク)

田島　辰次(高崎ク)

木村　吉正(妙義ク)

平方和喜治(榛名ク)

25 高橋ヨシエ(前女高)

26 松本　フサ(高女高)

田中定次郎 滝　　作子(館林女高)

高橋儀富司

坂東　文男

佐藤　啓子

28 滝　　作子(館林女高) 関口　　実(群大)

29 詫摩　治利 高橋ヨシエ(中央大) 井上　春子(つゝじク)

30 藤口　実一 金子　宗平(高工高)

31 関口　　実(太田ク)

32 丸山　市郎 愛敬　　実(日本大)

33 加藤　初枝(渋女高)

金子　宗平(日本大)

田村　武雄(伊ク)

35 平野　柳子(桐女高)

船津　祐一 中村　善治(伊ク)

小野沢七郎(伊ク)

37

38 田村　武雄(伊ク) 丸山　基紀(高ク)

39 熊倉　　均(高商高)

40 黒巖　有治(前橋ク)

中山　　肇(前ク)

太田　栄治(マックス)

42 富沢　英彦(順天堂大) 中山　　肇(高ク)

故　田島　照(碓氷) 鈴木　正義(桐生) 大谷　秀夫(利根商高)

小林　　馨(高崎) 小林　明久(利根ク)

高橋　賢作(鏑川ク)

小林　明久(利根ク) 水野　利夫(高商高)

富沢　英彦(碓氷)

高橋　段福(桐生) 富沢　英彦(碓氷)

石関　公貴(桐生)

46 富沢　英彦(碓氷)

富沢　英彦(碓氷) 高橋　哲男(富岡中) 水野　利夫(順天堂大)

中村　孝生(南八幡中)

八木たまみ(殖蓮中)

水野　利夫(高崎ク)

松川喜久治(高崎) 水野　利夫(高崎ク) 阪西　俊峰(高商高)

八木たまみ(太田市商高) 渋沢奈保美(富岡東高）

中村　孝生(前工高)

坂東　　勇(高崎) 岩井　寿史(順天堂大) 水野　利夫(高崎ク)

中村　孝生(前工高)

渋沢奈保美(富岡東高)

49

新井　秀子(高女高)

剣持　哲志(中之条高)

41

45

36

小林　春子(館ク)

47

48

43

44

50

群馬陸上競技協会各賞受賞者一覧

※年度は推薦年度。表彰は推薦年度の翌年度
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34 小野沢七郎(伊ク)



年度 【功労章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】

故　坂上　政男(桐生) 中村　孝生(日体大) 八木たまみ(太田市商高)

八木たまみ(太田市商高)

 永井　源八(前橋) 岩井　寿史(館林ク) 剣持　哲志(法政大)

八木たまみ(群馬) 青井由美子(富岡東高)

中村　孝生(日体大)

阪本　孝男(筑波大)

金井　　豊(沼田高)

渋沢奈保美(東女体大)

阪西　俊峰(順天堂大)

百瀬　玉雄(高崎) 安達　友信(中之条高) 岩井　寿史(館林ク)

儘田　利夫(高崎) 剣持　英紀(中之条高)

藤口　末光(勢多) 中村　孝生(日体大)

剣持　哲志(渋川ク)

髙橋　紀幸(早稲田大)

八木たまみ(関東学園大)

阪本　孝男(筑波大)

青井由美子(群馬)

飯塚　芳枝(東女体大)

渋沢奈保美(東女体大)

五十嵐誠子(中央大)

櫛渕　淳子(東女体大)

羽鳥治良松(前橋) 中村　孝生(日体大) 青井由美子(関東学園大)

阪本　孝男(筑波大)

八木たまみ(関東学園大)

高坂　和之(中央高)

中島　淳子(太田市商高)

寺沢由美子(富岡東高)

並木千枝実(富岡東高)

飯塚　芳枝(東女体大)

関　　卯作(中之条高)

下田　仙平(高崎) 髙橋　紀幸(沼田ク) 中村　孝生(ＳＢ食品)

田島　辰次(高崎) 青井由美子(関東学園大)

石田　久弥(前橋) 田村　浩之(桐生南高)

石田　元夫(前橋) 倉田　良枝(群女短附高)

寺沢由美子(富岡東高)

白石　厚子(富岡東高)

八木たまみ(関東学園大)

阪本　孝男(筑波大)

北爪　俊雄(伊勢崎) 中村　孝生(ＳＢ食品) 髙橋　紀幸(沼田ク)

森川　一郎(太田) 金井　　豊(早稲田大)

須藤　健治(桐生) 阪本　孝男(筑波大)

中澤角太郎(榛嶺) 波多野宏美(前橋ク)

倉田　良枝(国士舘大)

寺沢由美子(中央大)

三芝　功一(順天堂大)

青井由美子(関東学園大)

中島　淳子(関東学園大)

福島　康秀(農大二高)

塩田　　徹(太田高)

照井　好子(中之条高)

八木たまみ(関東学園大)

金子　健司(国士舘大)

白石　厚子(富岡東高)
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年度 【功労章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】

石井　久之(館林) 中村　孝生(ＳＢ食品) 中島　淳子(関東学園大)

高坂　和之(筑波大)

剣持　英紀(筑波大)

阪本　孝男(筑波大大学院)

塩田　　徹(順天堂大)

諸田　　剛(順天堂大)

村田　　勇(館林高)

星野　　有(中之条高)

不破　弘樹(農大二高)

青井由美子(関東学園大)

細野　　恵(群女短附高)

照井　好子(国士舘大)

塚本　　徹(沼田ク)

木暮　武雄(榛嶺) 塩田　　徹(順天堂大) 星野　　有(中之条高)

故　岡田　　茂(伊勢崎) 三芝　功一(前橋ク)

剣持　英紀(渋川ク)

佐藤　陽子(富岡東高)

森　　康雄(渋川) 金井　　豊(ＳＢ食品) 不破　弘樹(農大二高)

不破　弘樹(農大二高)

星野　　有(筑波大)

磯貝美奈子(富岡東高)

佐藤　陽子(富岡東高)

津金沢利美(富岡東高)

蜂須賀明美(中之条高)

神宮　辰雄(伊勢崎) 佐藤　陽子(中京大) 新井　文子(群女短附高)

金井　　豊(ＳＢ食品)

磯貝美奈子(群馬大)

三芝　功一(館林ク)

塩田　　徹(順天堂大)

橋爪　璋次(前橋) 不破　弘樹(法政大) 磯貝美奈子(群馬大)

新井　文子(三田工業)

磯貝美奈子(群馬大)

佐藤　陽子(中京大)

栗原　亮一(順天堂大)

金子　宗弘(中之条高)

故　平方和喜治(渋川) 不破　弘樹(法政大) 不破　弘樹(法政大)

林　　清則(勢多) 新井　文子(三田工業)

磯貝美奈子(群馬大)

金子　健司(前橋ク)

太田　裕久(東海大)

星野　　有(筑波大)

青木　幸雄(渋川) 磯貝美奈子(群馬大) 新井　文子(三田工業)

金子　宗弘(順天堂大)

村田　　勇(館林ク)

吉田　正雄(前橋) 村田　　勇(館林ク) 岩崎　利彦(順天堂大)

宮田　英明(農大二高) 磯貝美奈子(ナイキジャパン)

伊東　孝紀(農大二高) 久保田和恵(群女短附高)

齋藤　嘉彦(富岡高)

栗原　亮一(前橋ク)

花田　直人(桐生高)

横沢　光洋(農大二高)

富樫　和人(農大二高)

八木　　均(農大二高)
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年度 【功労章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】

特別　故　金井　豊 岩崎　利彦(富士通館林) 金子　宗弘(順天堂大)

 (ＳＢ食品) 磯貝美奈子(ﾅｲｷｼﾞｬﾊﾟﾝ) 宮田　英明(農大二高)

木村　広司(桐生) 齋藤　嘉彦(法政大)

赤石　明男(前橋) 五十嵐美紀(リクルート)

鳥羽　完司(高崎) 久保田和恵(群女短附高)

木本　裕之(農大二高)

細井　賢治(農大二高)

美細津康夫(農大二高)

新井　知恵(館林・定)

水田　恵美(群女短附高)

田村　久美(群女短附高)

河田　真紀(群女短附高)

角田　幸子(群女短附高)

笠原　臣規(前橋) 金子　宗弘(ミズノ) 齋藤　嘉彦(法政大)

木暮　　敏(碓氷) 岩崎　利彦(富士通館林)

特別　高坂　　桂 磯貝美奈子(ﾅｲｷｼﾞｬﾊﾟﾝ)

特別　かもん荘 宮田　英明(日本大)

五十嵐美紀(リクルート)

小島　雅章(農大二高)

松田　幸司(前橋商高)

長谷川雅子(群女短附高)

小島　美紀(館林・定)

木部富士雄(前橋) 笹尾美代子(青学大) 齋藤　嘉彦(法政大)

小野澤七郎(渋川) 篠崎　浩子(東女体大)

多賀谷　驍(伊勢崎) 細山　健司(順天堂大)

町田　次雄(中央学院大)

小島　美紀(館林・定)

後藤　孝史(子持中)

村松　誠一(前橋) 宮田　英明(日本大) 齋藤　嘉彦(法政大)

小菅　常美(渋川) 篠崎　浩子(東女体大)

田村　久美(中央大)

長谷川雅子(群女短附高)

渡辺　理恵(中之条高・定)

故　坂上　　肇(桐生) 齋藤　嘉彦(東和銀行) 篠崎　浩子(東女体大)

曽根　年助(藤岡) 宮田　英明(日本大) 今井　　睦(前橋高)

塩谷　春男(榛嶺) 山田　美加(東学大) 

入澤　巨木(利根)

神邉　英男(榛嶺) 齋藤　嘉彦(東和銀行) 細山　恵里(富岡東高)

太田　栄治(前橋) 森山　　健(順天堂大)

奥野　　毅(伊勢崎)

吉田吉太郎(高崎) 武藤　浩二(富岡) 金沢イボンヌ

大谷　　創(伊勢崎) 遠藤　規生(関学大ＡＣ) (佐田建設ＴＣ)

齋藤　三郎(渋川) 森山　　健(順天堂大) 瀬山　亮(群馬大)

伊藤　辰哉(順天堂大)

茂原三枝子(吉井高)

芦川　　讓(前橋) 中野　佳子(群馬大) 金沢イボンヌ

小林　　馨(高崎) 塚越　裕美(伊勢崎女高) (佐田建設ＴＣ)

海野　俊彦(伊勢崎) 長沢　歩美(黒保根中)

斎藤　政幸(渋川) 小菅亜由美(中之条中)

故　本多　友行(榛嶺) 佐藤　浩二(安中一中)
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年度 【功労者章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】

内田銑十郎(群馬高専) 伊藤　辰哉(順天堂大) 金沢イボンヌ

高橋　嘉三(前橋) 森原　昌代(西邑楽高) (佐田建設ＴＣ)

井埜　彩子(伊勢崎小) 齋藤　嘉彦

依田さやか(伊勢崎小) (群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)

栗原　春菜(伊勢崎小)

栗原　雪菜(伊勢崎小)

田口真菜美(伊勢崎小)

山口　愛美(前橋城東小)

小野　喜久(中之条中)

斉藤　弘幸(中之条中)

大野　　大(中之条中)

関　　博紀(中之条中)

割田　靖史(中之条中)

山崎　俊介(中之条中)

関口　　実(太田) 篠崎　浩子(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ) 中村　哲也(登利平ＡＣ)

広木　喜鶴(富岡) 坂倉　良子(登利平ＡＣ) 金沢イボンヌ

片山　敏雄(高崎) 大塚　祐樹(慶応大) (佐田建設ＴＣ)

故　今井　雅夫(榛嶺) 三田村皓太(太田城西中)

濵野　雅喜(館林) 下　　俊介(日体大) 金沢イボンヌ

住谷トシ子(前橋) 小菅亜由美(高崎女高) (佐田建設ＴＣ)

特別　ささや観光ホテル 井桁　　愛(中央高)

濵名　智弘(高崎工高)

倉林　和宏(高南中)

篠崎　浩子(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)

忠政　良子(登利平ＡＣ)

飯塚　淳司(中之条中)

堀口　裕司(中之条中)

冨沢　一貴(中之条中)

茂木　岳人(中之条中)

本多　英樹(中之条中)

福田　竜介(中之条中)

北村　富弘(境町) 森田　行雄(前橋育英高) 忠政　良子(登利平ＡＣ)

長部　哲也(前橋) 小川　　優(太田城西中)

小屋　好宏(高崎) 鵜生川早紀(伊勢崎三中)

井桁　　愛(中央高)

川畑　伸吾(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)

星野　新市(前橋) 金沢イボンヌ(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)川畑　伸吾(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)

髙橋　英志(渋川) 忠政　良子(登利平ＡＣ) 井上　喜貴(前橋育英高)

細井　　昇(伊勢崎) 井汲　亮介(前橋育英高)

髙橋　賢作(富岡) 木村　哲也(粕川中)

木村なつき(新島学園高)

蟻川いずみ(中之条中)

高橋　聡美(中之条中)

角田　梨絵(中之条中)

吉田安里沙(中之条中)

高橋　朋美(中之条中)
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年度 【功労章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】
須藤　愛悌(桐生） 川畑　伸吾(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)坂倉　良子（登利平ＡＣ)
角田　　登(勢多） 金沢イボンヌ(群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ)
田村　泰一(高崎） 井汲　亮介（中央大）

井上　喜貴（早稲田大）
秋塚　祐也（筑波大）
宇佐美綾乃（立教大）
菅井　洋平（太田工高）
岩佐千亜紀（伊勢崎女高）
吉田　周平（前橋高）
高橋　朋美（中之条中）
吉田安里沙（中之条中)
矢部　　瞳（中之条中）
篠原あゆみ（中之条中）
高橋　聡美（中之条中）

鈴木　正義（桐生） 阿久津圭司（農大二高） 青木　　梓（高経大附高）
鹿子島　進（前橋） 長谷川　寛（入野中）
遠山　　博（前橋） 永井　雄馬（太田西中）

鵜生川早紀（高崎女高）
小黒　久子（立命館大）

細金　義光（太田） 江田　良子（ヤマダ電機） 奥谷　　亘（SUBARU)
新井　　秀（前橋） 川畑　伸吾（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
千吉良良一（前橋） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）

坂倉  良子（登利平ＡＣ)
青木　　梓（高経大附高）

今泉　武昭（桐生） 坂倉  良子（登利平ＡＣ) 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
堀越　愛未（常磐高）
森田　行雄（早稲田大)

柳井　定義（勢多） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ） 野口　裕史（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
小菅　博志（吾妻榛嶺） 坂倉　良子（登利平ＡＣ）
関根　眞男（渋川） 小野　裕幸（順天堂大）

深津　卓也（駒澤大）
中代　　唯（ヤマダ電機）
堀越　愛未（ヤマダ電機）
越谷奈都美（新島学園中）

平方　　亨（しきしま倶） 深津　卓也（駒沢大） 菅井　洋平（チームミズノ）
川崎　　弘（前橋） 堀越　愛未（ヤマダ電機）
里見　福三（吾妻榛嶺） 松村　厚子（常磐高）
萩原　将雄（登利平ＡＣ） 杉町マハウ（日本ｳｪﾙﾈｽ専学） 菅井　洋平（ミズノ）
熊倉　　均（前橋） 野口　裕史（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
阪西　俊峰（安中） 田中亜希子（樹徳高）

金井　　瞳（高経大附高）
田中　　亘（樹徳高）
播磨奈々恵（桐生女高）
谷川　鈴扇（邑楽中）
川原エリカ（伊勢崎四中）
千明　慧悟（吉岡中）
奥泉　大地（吉岡中）
穂苅　航希（吉岡中）
星名　利勝（吉岡中）
荒木　優麻（吉岡中）
篠原　正樹（吉岡中）

峰崎　富夫（前橋） 杉町マハウ（日本ｳｪﾙﾈｽ専学） 菅井　洋平（ミズノ）
永井　英雄（桐生） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
髙野　昭二（伊勢崎） 田中　　亘（樹徳高）

唐澤　拓弥（中之条中）
中島　恒雄（高崎） 菅井　洋平（ミズノ） 野口　裕史（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
杉本　伸夫（太田） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
立石　明夫（館林） 戸田　雅稀（農大二高）

田中　　亘（樹徳高）
西原　加純（ヤマダ電機）

倉林　　博（境） 菅井　洋平（ミズノ） 杉町マハウ（日本ｳｪﾙﾈｽ専学）
石北　秀男（渋川） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
山田　　昇（ヤマダ電機） 野口　裕史（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
吉田勝四郎（前橋） 大木　彩夏（新島学園高）

小林　由佳（常磐高）
野村　翔太（吉岡中）
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年度 【功労章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】
吉田　　正（伊勢崎） 菅井　洋平（ミズノ） 大木　彩夏（新島学園高）

畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
野口　裕史（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
髙木　　亮（前橋育英高）
小林　由佳（常磐高）
樺沢和佳奈（富士見中）
樺沢和佳奈（富士見中駅伝）
金子　美聡（富士見中駅伝）
伊井　笑歩（富士見中駅伝）
田邊比奈乃（富士見中駅伝）
林　　英麻（富士見中駅伝）
田村　寧月（富士見中駅伝）
田中　美帆（富士見中駅伝）
林　　泉涼（富士見中駅伝）
西山　和弥（伊勢崎一中）

岩井　　均（碓氷） 菅井　洋平（ミズノ） 西原　加純（ヤマダ電機）
星野　時治（利根） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
田中　　光（中体連） 野口　裕史（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）

堤　　雄司（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
杉町マハウ（日本ウェルネス）
西原　加純（ヤマダ電機）
濵名　　愛（しきしま倶）
原　　翔太（上武大学）
川島　鶴槙（前橋育英高）
岡本　春美（常磐高）
樺沢和佳奈（常磐高）
塩尻　和也（伊勢崎清明高）
金子　美聡（富士見中）
林　　英麻（富士見中）

髙田　明彦（藤岡） 菅井　洋平（ミズノ） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
吉野　　宏（前橋） 畑瀬　　聡（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
須藤　憲治（高崎） 野口　裕史（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）

堤　　雄司（群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ）
西原　加純（ヤマダ電機）
筒井　咲帆（ヤマダ電機）
塩尻　和也（順天堂大学）
岩田　優奈（新島学園高）
諸田　実咲（太田女子高）
大澤　佑介（広沢中）
伊井　修司（富士見中駅伝）
新井　颯人（富士見中駅伝）
船津　望光（富士見中駅伝）
新井　大貴（富士見中駅伝）
下田　好輝（富士見中駅伝）
阿久澤隆成（富士見中駅伝）
小屋原翔斗（富士見中駅伝）
林　　慧太（富士見中駅伝）
小見　貴則（富士見中駅伝）

佐藤芳太郎（利根） 畑瀬　　聡（綜合ガード） 塩尻　和也（順天堂大）
安達　友信（育英ク） 堤　　雄司（綜合ガード）
村田　　勇（館林） 保坂雄志郎（綜合ガード）

西原　加純（ヤマダ電機）
小渕　瑞樹（東海大）
上野　晃平（同志社大）
塩尻　和也（順天堂大）
白尾　悠佑（農大二高）
諸田　実咲（太田女高）
古澤　一生（新町中）
不破聖衣来（大類中）
増田　優菜（前橋七中）
竹渕未夏美（前橋七中）
兼子　照実（前橋七中）
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年度 【功労章】 【勲功章】 【最優秀選手賞】
菅井　洋平（ミズノ） 畑瀬　　聡（綜合ガード） 堤　　雄司（綜合ガード）
斉藤　　茂（前橋） 堤　　雄司（綜合ガード）

増野　元太（ヤマダ電機）
柏村　亮太（ヤマダ電機）
塩尻　和也（順天堂大）
白尾　悠祐（農大二高）
津藤　広夢（農大二高）
古澤　一生（新町中）
岩田　優奈（中央大）
諸田　実咲（中央大）
奥村　ユリ（共愛学園高）
不破聖依来（大類中）

桑野　光正（ヤマダ電機） 畑瀬　　聡（綜合ガード） 塩尻　和也（順天堂大）
桑原　幸夫（沼田クラブ） 柏村　亮太（ヤマダ電機）

市川　珠季（ヤマダ電機）
塩尻　和也（順天堂大）
白尾　悠祐（順天堂大）
諸田　実咲（中央大）
古澤　一生（前橋育英高）
石田　洸介（農大二高）
井上　直紀（高崎群馬南中）
栁田　大輝（館林一中）
小暮　七斗（太田南中）
岡野　弥幸（太田尾島中）
堀口　花道（甘楽中）

半田　　栄（太田） 安部　孝駿（ヤマダ電機） 古澤　一生（前橋育英高）
岡嶋　磐夫（沼田） 堤　　雄司（綜合ガード）
三芝　功一（館林） 岩田　優奈（中央大）

古澤　一生（前橋育英高）
石田　洸介（農大二高）
栁田　大輝（農大二高）
伊井　修司（農大二高）
恩田　未來（館林四中）
原口顕次朗（春日中）
原口　　剛（春日中）
唐澤　剣也（社福事業団）

森川　賢一(ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ)安倍　孝駿(ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ)栁田　大輝(農大二高)
奥谷　亘(SUBARU) 柏村　亮太(ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ)
永井　聡(東洋大学) 堤　雄司(ALSOK群馬)

諸田　実咲(中央大学)
古澤　一生(前橋育英高)
分須　尊紀(農大二高)
石田　洸介(農大第二高)
栁田　大輝(農大二高)
原口顕次朗(前橋春日中3年)
柳川　美空(前橋南橘中3年)
田中きよの(駿河台大1年)
山本　竜也(育英大1年)
唐澤　剣也(社福事業団)
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