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2022 年 1 月 19 日 

公益財団法人日本サッカー協会 

 
 

お名前の公表に同意いただいた方より随時掲載させていただきます。（2022/1/19 現在） 
なお、ご本人の希望により本表彰対象者一覧に掲載されていない対象者がいます。 
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日本サッカー殿堂 
 
 
 
 

 高円宮憲仁親王 
 2021 年第 18 回日本サッカー殿堂 

 日本サッカー協会の名誉総裁でサッカーそしてスポーツを愛していらっしゃった高円宮憲仁親王を、敬意をもって特別に日本サッカー殿堂に掲額させて 

 いただきました。 

 

 

 

 掲額者一覧（個人） 
 

 平木隆三 八重樫茂生 宮本征勝 杉山隆一 釜本邦茂 山田午郎 竹腰重丸  

 田辺五兵衛 村形繁明 川本泰三 デットマール・クラマー 今村次吉 深尾隆太郎 高橋龍太郎 

 野津謙 平井富三郎 藤田静夫 島田秀夫 長沼健 岡野俊一郎 渡辺正 

 宮本輝紀 小城得達 横山謙三 森孝慈 坪井玄道 内野台嶺 新田純興 

 玉井操 小野卓爾 竹内悌三 篠島秀雄 福島玄一 二宮洋一 賀川太郎 

 鴘田正憲 岩谷俊夫 鎌田光夫 片山洋 山口芳忠 チョー・ディン 鈴木重義 

 ウィリアム･ヘーグ 手島志郎 川淵三郎 松本育夫 丸山義行 高橋英辰 大谷四郎 

 落合弘 吉村大志郎 賀川浩 大畠襄 浅見俊雄 鈴木良三 クリストファーW・マクドナルド 

 牛木素吉郎 多和健雄 奥寺康彦 永井良和 金子勝彦 奈良原武士 ハンス・オフト 

 髙田静夫 小倉純二 小澤通宏 諸橋晋六 野村六彦 松丸貞一 下村幸男 

 二宮寛 鬼武健二 ジーコ 加茂周 今井恭司 加藤久 ラモス瑠偉  

 西野朗 岡田武史 佐々木則夫 木村和司 フィリップ・トルシエ  

 
 
 
 掲額者一覧（チーム） 
 

 第 11 回オリンピック 競技 大会（1936/ベルリン）日本代表チーム 

 鈴木重義  工藤孝一  竹腰重丸  小野卓爾  右近徳太郎  種田孝一  加茂健  

 加茂正五  川本泰三  金容植  笹野積次  佐野理平  鈴木(髙島)保男  高橋豊二   

 竹内悌三  立原元夫   西邑昌一  不破整   堀江忠男  松永行 

 

 

 第 19 回オリンピック 競技 大会（1968/メキシコシティ）日本代表チーム 

 長沼健 岡野俊一郎  平木隆三  小城得達  片山洋  鎌田光夫  釜本邦茂  

 桑原楽之  杉山隆一  鈴木良  富沢清司  浜崎昌弘  松本育夫  宮本輝紀  

 宮本征勝  森孝慈  八重樫茂生  山口芳忠  湯口栄蔵  横山謙三  渡辺正  

 鈴木義昭   安斎勝昭 

 

 

 （敬称略 以下同様） 
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日本サッカー協会 100 周年表彰 

特別感謝表彰 
 

スポンサー、メディア、自治体、サッカー施設、ボランティア、医療関係者、教育関係者、国際機関、各国協会など、 

各地域での活動を含めて、日本サッカー界に多大な助成や支援、協力を頂いた個人及び団体を表彰するものです 

特別感謝表彰は、特に貢献が顕著であると認められる個人及び団体を対象としています 

 

 

（団体） 

 
■海外  

FIFA 国際サッカー連盟 AFC アジアサッカー連盟 OFC オセアニアサッカー連盟 CAF アフリカサッカー連盟 

UEFA 欧州サッカー連盟 CONCACAF 北中米カリブ海サッカー連盟 CONMEBOL 南米サッカー連盟 EAFF 東アジアサッカー連盟 

AFF ASEAN サッカー連盟  

イングランドサッカー協会 ドイツサッカー連盟 韓国サッカー協会 中国サッカー協会 

チャイニーズ・タイペイサッカー協会 朝鮮民主主義人民共和国サッカー協会 グアムサッカー協会 香港サッカー協会 

マカオサッカー協会 モンゴルサッカー連盟 北マリアナ諸島サッカー協会  

 

 

■スポンサー 

キリンホールディングス(株) キリンビール(株) キリンビバレッジ(株) アディダスジャパン(株) 

(株)朝日新聞社 (株)クレディセゾン (株)ファミリーマート 大東建託(株) 

日本航空(株) KDDI(株) (株)みずほフィナンシャルグループ  MS&AD インシュアランスグループホールディングス(株) 

TOYO TIRE(株)   

 

(株)I＆SBBDO (株)アシックス 共同通信社 佐藤工業(株) 

サンメッセ(株) (株)JTB グローバルマーケティング&トラベル スルガ銀行(株) 全日本空輸(株) 

(株)デンソー 東亜道路工業(株) トヨタ自動車(株) (株)ナイキジャパン 

西鉄旅行(株) ニチバン(株) 日本コカ・コーラ(株) (株)日本トリム 

ハウス食品グループ本社(株) (株)フィリップス・ ジャパン プーマジャパン(株) (株)フジタ 

(株)ミカサ (株)明治 (株)メニコン (株)モルテン 

(株)ユニクロ (株)読売新聞社 YKK(株)  

 

 

■2002 年 FIFA ワールドカップ 

札幌市（北海道）  宮城県  茨城県  埼玉県 

横浜市（神奈川県）  新潟県  静岡県  大阪市（大阪府） 

神戸市（兵庫県）  大分県    

 

 

■サッカー・ナショナルトレーニングセンター（NTC）／JFA ナショナルフットボールセンター 

ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  清水ナショナルトレーニングセンター  堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター   

福島県  千葉県  千葉市（千葉県）  静岡市（静岡県）   

堺市（大阪府） 
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■JFA アカデミー 

福島県  富岡町（福島県）  広野町（福島県）  楢葉町（福島県）  

静岡県  御殿場市（静岡県）  裾野市（静岡県）  

大阪府  堺市（大阪府）  愛媛県  今治市（愛媛県） 

熊本県  宇城市（熊本県）  （株）時之栖  帝人（株） 

 

 

■メディア・関係取引先 

日本放送協会  (株)TBS テレビ  (株)テレビ朝日 (株)テレビ東京 

日本テレビ放送網(株)  (株)フジテレビジョン  スカパーJSAT(株) DAZN Japan Investment(合) 

(株)ニッポン放送 

(株)電通  加茂商事（株）  (株)シミズオクト 

 

 

■団体 

(公財)日本オリンピック委員会  (公財)日本スポーツ協会  (独)日本スポーツ振興センター  (一財)日本サッカー後援会 

日本サッカーを応援する自治体連盟  サッカー外交推進国会議員連盟  (独)国際協力機構(JICA)  (独)国際交流基金 

 

 

 

（個人） 

 
サー・ボビー・チャールトン 逢沢一郎 鯵坂裕 石川昭政 泉健太 衛藤征士郎 遠藤利明  

大住良之 柿沢未途 木下千里 木ノ原句望 木村進一 久保田光彦 穀田恵二 後藤健生  

小林達彦 小山敏昭 財徳健治 坂田信久 佐々木信和 新藤義孝 髙橋剛 高橋陽一  

竹田恆和 武智幸徳 田中晃 千野圭一 張富士夫 寺尾皖次 富越正秀 富田茂之  

西村明宏 額賀福志郎 橋本聖子 畠山大 早河洋 早草紀子 日々野真理 福田泰久  

堀田寿一 プラストウ・マイケル 増島みどり 丸川珠代 村社淳 名鏡康夫 望月三起也 山本浩 
 
 
 
 
 
 
 

日本サッカー協会 100 周年表彰 

感謝表彰 
 

スポンサー、メディア、自治体、サッカー施設、ボランティア、医療関係者、教育関係者、国際機関、各国協会など、 

各地域での活動を含めて、日本サッカー界に多大な助成や支援、協力を頂いた個人及び団体を表彰するものです 

 

（団体） 

 
■海外 
中央アジアサッカー連盟 西アジアサッカー連盟 南アジアサッカー連盟   

アイスランドサッカー協会 アゼルバイジャンサッカー連盟協会 アフガニスタンサッカー連盟 アメリカサッカー連盟 

アラブ首長国連邦サッカー協会 アルゼンチンサッカー協会 アンゴラサッカー協会 イエメンサッカー協会 

イタリアサッカー協会 イラクサッカー協会 イラン・イスラム共和国サッカー連盟 インドサッカー連盟 

インドネシアサッカー協会 ウクライナサッカー連盟 ウズベキスタンサッカー連盟 ウルグアイサッカー協会 

エクアドルサッカー協会 エジプトサッカー協会 エルサルバドルサッカー協会 オーストラリアサッカー連盟 

オマーンサッカー協会 オランダサッカー協会 ガーナサッカー協会 カザフスタンサッカー連盟 

カタールサッカー協会 カナダサッカー協会 カメルーンサッカー連盟 カンボジアサッカー連盟 
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キプロスサッカー協会 キルギスサッカー連盟 グアテマラサッカー協会 クウェートサッカー協会 

クロアチアサッカー連盟 コートジボワールサッカー協会 コスタリカサッカー協会 コロンビアサッカー協会 

サウジアラビアサッカー連盟 ザンビアサッカー協会 ジャマイカサッカー連盟 シリアサッカー協会 

シンガポールサッカー協会 スイスサッカー協会 スウェーデンサッカー協会 スコットランドサッカー協会 

スペインサッカー協会 スリランカサッカー連盟 スロバキアサッカー協会 セネガルサッカー協会 

セルビアサッカー協会 タイサッカー協会 タジキスタンサッカー連盟 チェコサッカー協会 

チュニジアサッカー協会 チリサッカー協会 デンマークサッカー協会 トーゴサッカー協会 

トリニダードトバゴサッカー協会 トルクメニスタンサッカー連盟 トルコサッカー協会 ナイジェリアサッカー連盟 

ニュージーランドフットボール ネパールサッカー協会 ノルウェーサッカー協会 バーレーンサッカー協会 

ハイチサッカー協会 パキスタンサッカー連盟 パナマサッカー協会 パラグアイサッカー協会 

パレスチナサッカー協会 ハンガリーサッカー連盟 バングラデシュサッカー連盟 東ティモールサッカー協会 

フィリピンサッカー連盟 フィンランドサッカー協会 ブータンサッカー連盟 ブラジルサッカー協会 

フランスサッカー協会 ブルガリアサッカー連合 ブルネイサッカー協会 ベトナムサッカー連盟 

ベネズエラサッカー協会 ベラルーシサッカー連盟 ペルーサッカー協会 ベルギーサッカー協会 

ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会 ボリビアサッカー協会 ホンジュラスサッカー協会 マリサッカー協会 

マルタサッカー協会 マレーシアサッカー協会 南アフリカ共和国サッカー協会 ミャンマーサッカー連盟 

メキシコサッカー協会 モルディブサッカー協会 モンテネグロサッカー協会 ヨルダンサッカー協会 

ラオスサッカー連盟 ラトビアサッカー連盟 ルーマニアサッカー連盟 レバノンサッカー協会 

ロシアサッカー連合 韓国大学サッカー連盟 

 
 
■企業・団体 
アース製薬(株) (株)アイザック アイティーアイ(株) (株)アイデム 

(株)あいみん アイリスオーヤマ(株) アウディジャパン(株) 青森県民共済生活協同組合 

青森県民生活協同組合 赤城乳業(株) アクサ生命保険(株) (株)アクト 

(一財)アグレミーナ (株)アクロディア 旭化成ゾールメディカル(株) (株)味工房スイセン 

味の素(株) 明日佳グループ アスカ美装(株) アズマハウス(株) 

(株)アスレタ (株)アダストリア アットホーム(株) (株)吾妻スポーツ 

(株)Vook アビームコンサルティング(株) アビームシステムズ(株) 尼崎南ライオンズクラブ 

(株)アルペン (株)阿波銀行 (株)安藤スポーツ (株)イープラス 

(株)石川スポーツキャンプ  諫早市タクシー協会 (株)伊藤園 (特非)今治しまなみスポーツクラブ 

今治市立朝倉中学校 (株)イミオ (医)信愛整形外科医院 尽心会百武整形外科・スポーツクリニック 

(株)インターナショナルスポーツマーケティング  (株)ウインズ･インターナショナル (株)ウインスポーツ (株)ウェザーニューズ 

(株)ウォールニクス 宇城市立小川中学校 内野(株) LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン(株) 

浦和東警察署 (株)エイ・エフ・エイ エイチ・シー・ネットワークス(株) 永和総合事務所 

ＡＧＣ（株） (株)ADK マーケティング・ソリューションズ (株)APR グループ au じぶん銀行(株) 

(株)エール・クリエート (株)エスエスケイ エスオーユーホールディングス(株) (株)エス・ジー・プロ 

(株)SBS プロモーション (株)SPD セキュリＡ 江戸川大学 NEC パーソナルコンピュータ(株) 

NTT ドコモ CS 群馬支店 エバラ食品工業(株) (株)エフ・エル・ネットワーク（F.L. Network K.K.） 

(株)fcjapan (株)EPOCH (株)エポック社 (株)エルハウジング 

大分南ロータリークラブ (株)オオウチ工芸 (株)大風印刷 大阪観光局 

大阪府警察本部 大阪府障がい者スポーツ協会 大塚製薬(株) (株)オガール 

岡谷鋼機(株) 岡山トヨペット(株) 沖電気工業(株) オホーツク二建会 

オムロンヘルスケア(株) (株)オリーブ (株)オリエンタル・ガード・リサーチ オリンパス(株) 

カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン(株) 貝沼建設(株) 花王(株) 鹿嶋警察署 

(株)カスカワスポーツ (学)神奈川大学 金原出版(株) 兼松(株) 

(株)渡辺造園 カメイ(株) カメイ・プロアクト(株) 賀茂別雷神社(上賀茂神社) 

カルビー(株) カルピス(株) (株)川井スポーツ 関西運動記者クラブ 

関西警備保障(株) 関西写真記者協会 関西ユナイトプロテクション㈱ 岐阜県立東濃特別支援学校 

(一社)岐阜県障害者スポーツ協会 キヤノン(株) 九州運動記者クラブ 九州警備保障(株) 

九州写真記者協会 九州労働金庫佐賀県本部 (株)協同 京都京洛ライオンズクラブ 

京都信用金庫 京都建物(株) 京都モーニングロータリークラブ 京都洛東ロータリークラブ 

(株)共立メンテナンス 共和ゴム(株) (株)きらぼし銀行 (株)近畿日本ツーリストコーポレートビジネス  

(株)近畿日本ツーリスト北海道 金花商店振興会  ㈱クーバー・コーチング・ジャパン 久慈サンピア日立スポーツセンター 

熊野那智大社 熊野速玉大社 熊野本宮大社 (一財)熊本県スポーツ振興事業団 

KLab(株) グランディ２１ボランティアセンター (特非)グリーンスポーツ鳥取 (株)クリエイティブヘッズ 

(株)グループセブジャパン(ティファール) グローブ・トロッターアジアパシフィック(株) 群馬県牛乳販売農業協同組合連合会 京王グループ 
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(株)ケイツープランニング (公財)KTN スポーツ・文化振興財団 (医)恵和会タナカ・デンタル・クリニック (社)全日本不動産協会大分県本部 

(公財)神戸市スポーツ協会 広友物産(株) (株)ゴール コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス（株）

国際武道大学 国士舘大学防災・救急救助総合研究所 (独)日本スポーツ振興センター ハイパフォーマンススポーツセンター 国立スポーツ科学センター 

(株)小島洋酒店 御殿場市立富士岡中学校 (株)コナミデジタルエンタテインメント 小林物産(株) 

(株)コパン コミュニティ・ネットワーク(株) (株)コンテンツ スポーツニュース協会 

(株)Cygames 埼玉高速鉄道(株) (株)埼玉シミズ (株)彩ユニオン 

堺市立月州中学校 (医)堺整形外科医院 (株)坂本屋スポーツ サッカープロショップ J 

札幌サンプラザ (株)サニックス 三共印刷(株) サントリーホールディングス(株) 

(株)三和製作所 (株)シーエヌエス GMO インターネット(株) (株)ジーク 

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 (株)シースリーフィルム (株)CU 佐賀県農業協同組合 

ジェイズパークグループ  (株)ジェイ・プラッカ (株)ジェイワールドトラベル (株)ジエブ 

(株)滋賀銀行 シカデン(株) 四国団扇(株) (公社)静岡県宅地建物取引業協会 

(一社)静岡県トラック協会 静岡県立三島長陵高等学校 静岡サッカーミュージアム 静岡ダイハツ販売(株) 

トヨタユナイテッド静岡(株) (株)シティライト (株)信濃路 (株)SHIBUYA109 エンタテイメント 

(株)シミズサービス千葉 (株)ジャパン・スポーツ・プロモーション (株)ジャミング 順天堂大学 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 (株)城保安警備 城山工業(株) 新栄商事(株) 

新宿区教育委員会 吹田警察署 (株)スカイオーシャン (株)SCREEN ホールディングス 

(株)スケール (特非)スポーツアカデミー熊本宇城 (株)スポーツ館ミツハシ スポーツマネジメント(株) 

(株)住ゴム産業 住友ゴム工業(株) 住友生命保険(相) 住友ベークライト(株) 

(株)清月記 セイホク(株) (株)セイムトゥー (株)セイユー建設 

(株)セガ 関彰商事(株) 積水樹脂(株) セコムジャスティック上信越(株) 

ゼビオホールディングス(株) (株)セレマ 全国共済農業協同組合連合会京都府本部 

全国共済農業協同組合連合会静岡県本部 全国共済農業協同組合連合会東京都本部 全国農業協同組合連合会東京都本部 (株)千趣会 

仙台市公園緑地協会 仙台市スポーツ振興事業団 仙台ヒルズホテル 仙台リゾート＆スポーツ専門学校 

仙台ロイヤルパークホテル (一社)全民救患者搬送協会 象印マホービン(株) (株)そごう・西武 

(株)ソディック (株)ソディックエフ・ティ ソニーマーケティング(株) ソニーグループ(株) 

ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 第一三共ヘルスケア(株) 大誠ハウス(株) 大日本印刷(株) 

ダイハツ工業(株) ダイハツ千葉販売(株) 大陽日酸(株) (株)大和証券グループ 

大和ハウス工業(株) 宅島建設(株) (有)タツエイ環境 (株)タニタ 

ダノンジャパン(株) (株)丹青社 (株)千葉銀行 (株)中国銀行 

中国電力(株) (株)チュウブ 中部運動記者クラブ 中部写真記者協会 

(株)忠文堂・大分菅公学生服(株) (株)調和コーポレーション (有)つくば言語技術教育研究所 (大)筑波大学 

津田駒工業(株) (株)鶴屋百貨店 (株)ディーエムエス TDK(株) 

(有)TS 交通 帝人アカデミー富士 デクセリアルズ(株) デサントジャパン(株) 

(株)テツコーポレーション デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(同) (株)電通国際情報サービス(株)電通スポーツパート

ナーズ (株)電通ライブ 天然温泉はるのの湯 TOYBOX 

(株)トゥー・ワンプロモーション 東急(株) 東京運動記者クラブ  

(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 東京ガーデンパレス (大)東京藝術大学 

東京写真記者協会 (大)東京大学 東京建物(株) 東京地下鉄(株) 

東京海上日動火災保険(株) 東京都信用農業協同組合連合会 (公財)東京都スポーツ文化事業団 (公社)東京都宅地建物取引業協会 

東京都宅建協同組合 (株)東芝 (株)東商 東北写真記者協会 

東北労働金庫福島県本部 (株)東洋ビルサービス (株)ＴＯＫＡＩ トーヨーエキスプレス(株) 

(特非)徳島スポーツビレッジ (特非)府中ワイエスエス (株)ドトールコーヒー (株)図南クラブ 

(株)TONEGAWA トヨタカローラ佐賀(株) トヨタカローラ長崎(株) (株)豊田自動織機 

(株)ドルナジャパン (株)トレス (株)十和電機 (株)長崎銀行 

長崎船舶装備(株) ナカジマスポーツ 中田食品(株) (株)永谷園ホールディングス 

(株)ながのアド・ビューロー (株)名古屋銀行 那智山青岸渡寺 (株)パートナーズ 

(株)バンダイナムコアミューズメント 楢葉町立楢葉中学校 (特非)新潟スポーツコミュニティ ALSOK 新潟綜合警備保障(株) 

西尾レントオール(株) 西川(株) (株)西日本シミズ (株)ニシヒロ 

日医工(株) (株)日陸 日産自動車(株) 日清オイリオグループ(株) 

 (株)日進開発 HOTEL シーサイド島原 日新火災海上保険(株) (株)日清製粉グループ本社 (株)日専連ライフサービス 

(株)ニットー 日本シグマックス(株) 日本製鉄(株) (株)日本標準 

(株)ニッポン放送プロジェクト (公財)日本 AED 財団 (株)日本 SP ｾﾝﾀｰ (公財)日本外国特派員協会 

日本空港ビルデング(株) 日本ケアフィット共育機構 日本光電工業(株) (一社)日本雑誌協会 

日本ストライカー(株) (一社)日本スポーツプレス協会 (公財)日本相撲協会 (株)日本総合研究所 

日本地下水開発(株) 日本道路(株) 日本ハム(株) 大阪府日本万国博覧会記念公園事務所 

日本物産(株) (一社)日本プロ野球選手会 日本防水総業(株) 日本マクドナルド(株) 
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(公財)日本ユニセフ協会 (株)日本旅行 (株)ニューバランスジャパン (株)ニワノ 

ネスレ日本(株) (株)ネットワーク・オフィス 軒先(株) (株)乃村工藝社 

(株)野村総合研究所 (株)パートナーズ ハイメカ(株) (株)ハウスリースバックホールド 

(株)博報堂ＤＹメディアパートナーズ 法多山尊永寺 パナソニック(株) 浜田ロータリークラブ 

(株)ハリオ商事 (株)バルコム (株)パロマ ぴあ(株) 

(株)Ｐ＆Ｐ浜松 (株)ビーイング ビーイングホールディングス(株) ビーウィズ(株) 

(株)ピーディーアール (株)ビームス 東日本旅客鉄道(株) 久光製薬(株) 

(株)日立製作所 (株)ビッグ・バーン ヒットユニオン(株) (株)ヒマラヤ 

Human Bank(株) ヒルトン東京 (一社)広島県歯科医師会 (公財)広島県体育協会 

(公財)広島市スポーツ協会 広島商工会議所 (大)広島大学 広野町立広野中学校 

(株)ヒロモリ (株) FIVE PLUS (公財)フォーリン・プレスセンター (株)フォトクリエイト 

(株)福砂屋 福島県立ふたば未来学園高等学校 フクダ電子(株) 富士通(株) 

フジパン(株)九州事業部 フジパン(株) フジパングループ本社(株) 富士フイルムホールディングス(株) 

富士フイルムビジネスイノベーション(株) (株)ブシロード (株)プラグインプロダクツ ブラックロック・ジャパン(株) 

(有)フリースタイル 古河産業(株) 古河電気工業(株) (株)プレナス 

(株)文溪堂 (株)平安閣サンプリエール (株)ベイシア  ベガルタ仙台ボランティアクラブ 

(株)ベネッセコーポレーション ホクト(株) 北陸電力(株) (株)ポケモン 

ほけんの窓口グループ(株) (株)北海道シミズ 北海道写真記者協会 北海道信和機器(株) 

(特非)北海道スポーツクラブ 北海道電力(株) (公社)北海道トラック協会 道民共済 

ホテルエミシア札幌 ホテル機山館 ホテルグリーンタワー幕張 ホテルトヨタキャッスル 

ホテルニューオータニ大阪 ホテルニューオータニ幕張 (株)BOTTOMUP (株)ポニーキャニオン 

(株)ボランチ (株)堀場製作所 (株)マイナビ (公財)前橋市まちづくり公社 

マスターカード・ジャパン(株) マッシュコーポレーション(株) (株)マッス マツダ(株) 

(株)マネジメントソリューションズ (公財)マリンスポーツ財団 (株)マルクス・インターナショナル 丸大産業(株) 

マックスバリュ西日本(株) マルハチ商事(株) ミズノ(株) (公財)ミズノスポーツ振興財団 

ミズノ(株)北海道支社 三井不動産リアルティ(株) 三井不動産リアルティ(株)関西支店 三井ホーム(株) 

(株)ミック (株)三越伊勢丹ホールディングス 三菱重工業(株) 三菱商事(株) 

(株)三菱ＵＦＪ銀行 (公財)三菱養和会 南長野スポーツマネジメント共同事業体 (公財)宮城県スポーツ協会 

宮城県トラック協会東北トラック協会連合会 (株)ムラヤマ 明海大学 明治安田生命保険(相) 

(一財)メルディア モスバーガー共栄会群馬 (株)望月商事 森永製菓(株) 

(学)明正学園 山形明正高等学校 やまぐちサッカー交流広場 八坂地区むらづくり協議会 ヤマザキビスケット(株) 

ヤンマーホールディングス(株) ユアサ M&B(株) (株)ユース・プラニングセンター (株)ゆうちょ銀行 

(公財)ユーハイム体育・スポーツ振興会 (株)ユーフォリア  (株)ユーメディア  社会福祉法人ゆうわ会 

湯島児童館 湯島幼稚園 ユニオンスポーツ(株) (株)ユニグラフィック  

ユニベール(株) (株)横浜シミズ (医)横浜つづき整形外科 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

米沢信用金庫 ライオンズクラブ国際協会 335-C 地区 4R1Z 京都醍醐ライオンズクラブ (株)洛東工芸 

(株)ラシスコ リシュモンジャパン(株) (株)リズメディア  (株)リソー教育 

(株)リンガーハット (株)ルイ髙 ルートインジャパン(株) (株)ルミカ 

(株)ロイヤル ロイヤルパインズホテル浦和 (株)ローソン (株)ローソンエンタテインメント 

(株)ロバパン (株)ワールド (株)ワールドクリエーション 和歌山トヨタグループ 

湧永製薬(株) 和倉温泉 日本の宿 のと楽 (株)渡会電気土木 

 
 
■メディア 
RSK 山陽放送(株) 青森放送(株) (株)秋田魁新報社 (株)AbemaTV 

石川テレビ放送(株) 沖縄テレビ放送(株) 鹿児島テレビ放送(株) (株)鹿児島放送 

(株)鹿児島讀賣テレビ 北日本放送(株) 九州朝日放送(株) (株)京都放送 

群馬テレビ(株) (株)サガテレビ (株)ジェイコムウエスト京都みやびじょん局 (株)ジェイ・スポーツ 

四国放送(株) (株)静岡朝日テレビ (株)静岡第一テレビ 静岡放送(株) 

信越放送(株) 千葉テレビ放送(株) 中京テレビ放送(株) (株)中国放送 

(株)ちゅピＣＯＭ (株)チューリップテレビ (株)テレビ愛媛 (株)テレビ神奈川 

(株)テレビ金沢 (株)テレビ埼玉 (株)テレビ静岡 (株)テレビ信州 

(株)テレビ新広島 東京メトロポリタンテレビジョン(株) 富山テレビ放送(株) (株)長崎国際テレビ 

奈良テレビ放送(株) 南海放送(株) 日本海テレビジョン放送(株) (株)ニューメディア 

(株)東日本放送 広島テレビ放送(株) (株)広島ホームテレビ 福井テレビジョン放送(株) 

福井放送(株) (株)福岡放送 北陸放送(株) 北海道文化放送(株) 

(株)南日本放送 (株)宮城テレビ放送 (株)WOWOW   
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(株)伊勢新聞社 (株)茨城新聞社 (株)岩手日報社 (株)愛媛新聞社 

(有)大分合同新聞社 (株)沖縄タイムス社 (株)神奈川新聞社 (株)河北新報社 

(株)紀伊民報 (株)北日本新聞社 (株)岐阜新聞社 (株)京都新聞社 

(株)熊本日日新聞社 (株)高知新聞社 (株)神戸新聞社 (株)埼玉新聞社 

(株)佐賀新聞社 (株)ジャパン タイムズ (株)山陰中央新報社 (株)産業経済新聞社 

(株)山陽新聞社 (株)四国新聞社 (株)静岡新聞社 信濃毎日新聞(株) 

(株)下野新聞社 (株)上毛新聞社 (株)新日本海新聞社 (株)スポーツニッポン新聞社 

(株)千葉日報社 (株)中国新聞社 (株)中日新聞社 (株)中日新聞社東京本社 

(株)中日新聞社北陸本社 (株)中部経済新聞社 (株)デイリースポーツ (株)デーリー東北新聞社 

(株)東奥日報社 (株)東京スポーツ新聞社 一般社団法人徳島新聞社 (株)北國新聞社 

(株)長崎新聞社 (株)奈良新聞社 (株)新潟日報社 (株)西日本新聞社 

(株)日刊県民福井 (株)日刊スポーツ新聞社 (株)日刊スポーツ新聞西日本 (株)日本経済新聞社 

(株)福井新聞社 (株)福島民報社 福島民友新聞(株) (株)報知新聞社 

(株)中日新聞社北陸本社 (株)北海道新聞社 (株)北海道新聞 HotMedia (株)北海道日刊スポーツ新聞社 

(株)北國新聞社 (株)毎日新聞社 (株)みなと山口合同新聞社 (株)南日本新聞社 

(株)宮崎日日新聞社 (株)室蘭民報社 (株)山形新聞社 (株)山梨日日新聞社 

(株)読売新聞西部本社 (株)琉球新報社 (株)アール・エフ・ラジオ日本 (株)エフエム東京 

(株)FM NACK5 (株)TBS ラジオ (株)文化放送 AFP フランス通信社 

AP 通信社 ガンマ通信社 (株)時事通信社 ロイター通信 

青森ゴール 編集部 (株)秋田書店 (株)朝日新聞出版 (株)イースリー 

(一社)家の光協会 (株)イミオ (株)潮出版社 (株)NHK 出版 

(株)学研プラス (株)KADOKAWA (株)河出書房新社 (株)カンゼン 

(株)幻冬舎 (株)廣済堂出版 (株)講談社 (株)光文社 

SAKANOWA(株) CWS Brains(株) (株)実業之日本社 (株)集英社 

(株)出版芸術社 (株)小学館 (株)少年画報社 (株)新潮社 

日本共産党中央委員会 (株)スクワッド スポーツ・コミュニケーションズ・ウエスト スポーツナビ(株) 

成美堂出版(株) (株)ソル・メディア (株)体育施設出版 (株)大修館書店 

(株)宝島社 (株)中央公論新社 (株)東京ニュース通信社 東邦出版(株) 

(株)徳間書店 (株)日刊現代 (株)日刊スポーツ出版社 (株)日経 BP 

(株)日本スポーツ企画出版社 (株)白水社 (株)PHP 研究所 ビクターエンタテインメント(株) 

(株)白夜書房 (株)扶桑社 (株)双葉社 (株)フレンドリースポーツ 

(株)フロムワン (株)文藝春秋 (株)ベースボール・マガジン社 (株)ベストセラーズ 

(株)ポプラ社 毎日新聞出版(株) (株)アフロ ゲッティ・イメージズ・セールス・ジャパン(合) 

(有)ショット (株)スタジオアウパ バックドロップ (株)フォート・キシモト  

 
 
■自治体 
北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 栃木県 群馬県  東京都  

神奈川県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 愛知県  

三重県 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県  

岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 高知県 福岡県 佐賀県 

長崎県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県    

 

（北海道） 

旭川市 夕張市 網走市 恵庭市 伊達市 新篠津村 松前町 七飯町 

森町 江差町 せたな町 岩内町 余市町 東川町 美瑛町 中頓別町 

壮瞥町 白老町 洞爺湖町 士幌町 新得町 中札内村 釧路町 白糠町 

 

（青森県） 

青森市 八戸市 黒石市 十和田市 三沢市 中泊町 野辺地町 七戸町  

六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村 おいらせ町 三戸町 五戸町 田子町 

南部町 階上町 新郷村  

 

（岩手県） 

盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 

陸前高田市 釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 雫石町 葛巻町 

岩手町 紫波町 矢巾町 西和賀町 金ケ崎町 平泉町 住田町 大槌町 
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山田町 岩泉町 田野畑村 普代村 軽米町 野田村 九戸村 洋野町 

一戸町    

 

（宮城県） 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市 蔵王町 亘理町 松島町 

七ヶ浜町 利府町   

 

（秋田県） 

秋田市 大館市 男鹿市 鹿角市 由利本荘市 潟上市 大仙市 にかほ市 

仙北市   

 

（山形県） 

山形市 鶴岡市 酒田市 長井市 天童市 尾花沢市 鮭川村 小国町 

白鷹町 庄内町   

 

（福島県） 

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 喜多方市 相馬市 二本松市 

本宮市 鏡石町 昭和村 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 

 

（茨城県） 

水戸市 日立市 常総市 高萩市 笠間市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 

潮来市 那珂市 坂東市 かすみがうら市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 

小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 五霞町   

 

（栃木県） 

宇都宮市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 矢板市 那須塩原市 さくら市 

那須烏山市 下野市 茂木町 高根沢町   

 

（群馬県） 

前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 藤岡市 下仁田町 

南牧村 中之条町 草津町 利根郡 片品村 みなかみ町 明和町 邑楽町 

 

（埼玉県） 

さいたま市 熊谷市 秩父市 本庄市 東松山市 深谷市 越谷市 戸田市 

志木市 和光市 新座市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 坂戸市 

幸手市 吉川市 白岡市   

 

（千葉県） 

館山市 松戸市 成田市 佐倉市 習志野市 柏市 市原市 流山市 

我孫子市 鴨川市 浦安市 八街市 印西市 白井市 山武市 大網白里市 

東庄町 長柄町   

 

（東京都） 

港区 文京区 江東区 大田区 豊島区 練馬区 八王子市 武蔵野市 

三鷹市 府中市 調布市 町田市 小平市 日野市 東村山市 狛江市 

清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 日の出町 小笠原村   

 

（神奈川県）  

神奈川県 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 

茅ヶ崎市 三浦市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 座間市 南足柄市 

綾瀬市 寒川町 大磯町 二宮町 中井町 大井町 松田町 山北町 

開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町   

 

（山梨県） 

甲府市 富士吉田市 韮崎市 笛吹市 中央市 昭和町 富士河口湖町  

 

（長野県） 

長野市 松本市 須坂市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 

佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 小海町 川上村 箕輪町 飯島町 
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松川町 高森町 根羽村 生坂村 山形村 朝日村 池田町 小谷村 

坂城町 高山村 山ノ内町 木島平村 野沢温泉村 信濃町 小川村 飯綱町  

栄村   

 

（新潟県） 

新潟市 長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 小千谷市 加茂市 十日町市 

見附市 村上市 燕市 糸魚川市 妙高市 五泉市 上越市 阿賀野市 

佐渡市 魚沼市 南魚沼市 胎内市 聖籠町 弥彦村 田上町 阿賀町 

出雲崎町 湯沢町 津南町 刈羽村 関川村 粟島浦村   

 

（富山県） 

富山市 高岡市 魚津市 氷見市 滑川市 黒部市 砺波市 小矢部市 

南砺市 射水市 舟橋村 朝日町   

 

（石川県） 

金沢市 七尾市 かほく市 白山市 野々市市 津幡町 内灘町  

 

（福井県） 

勝山市 越前市 坂井市 永平寺町   

 

（静岡県） 

浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 伊東市 島田市 富士市 磐田市 

焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 

吉田町 川根本町 森町   

 

（愛知県） 

名古屋市 豊橋市 豊川市 碧南市 刈谷市 豊田市 犬山市 小牧市 

岩倉市 みよし市 あま市   

 

（三重県） 

四日市市 伊勢市 桑名市 鈴鹿市 名張市 いなべ市 志摩市 伊賀市 

木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 川越町 大紀町   

 

（岐阜県） 

岐阜市 大垣市 関市 中津川市 羽島市 美濃加茂市 山県市 飛騨市 

笠松町 七宗町 八百津町 白川町   

 

（滋賀県） 

長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 甲賀市 湖南市 東近江市 豊郷町 

 

（京都府） 

京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 

長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 京丹波町  

 

（大阪府） 

豊中市 池田市 吹田市 高槻市 茨木市 泉佐野市 松原市 箕面市 

摂津市 高石市 東大阪市 四條畷市 熊取町   

 

（兵庫県） 

姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 豊岡市 加古川市 

赤穂市 西脇市 宝塚市 三木市 加西市 丹波市 南あわじ市 朝来市 

淡路市 宍粟市 加東市 神河町 上郡町 佐用町 新温泉町  

 

（奈良県） 

奈良市 大和郡山市 五條市 葛城市 田原本町 大淀町   

 

（和歌山県） 

田辺市 新宮市 かつらぎ町 高野町 湯浅町 広川町 美浜町 上富田町 

那智勝浦町 串本町   
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（鳥取県） 

鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 湯梨浜町 大山町   

 

（島根県） 

松江市 浜田市 出雲市 益田市 川本町   

 

（岡山県） 

岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 

美作市 吉備中央町   

 

（広島県） 

広島市 呉市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 廿日市市 安芸高田市  

府中町 熊野町 広島県議会 広島市議会 

 

（山口県） 

下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 

長門市 柳井市 美祢市 周南市 山陽小野田市 周防大島町 和木町 上関町 

田布施町 平生町 阿武町   

 

（香川県） 

高松市 丸亀市 三木町 直島町 多度津町   

 

（徳島県） 

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 美馬市 松茂町 北島町 藍住町 

板野町   

 

（愛媛県） 

松山市 宇和島市 新居浜市 伊予市 上島町 愛南町   

 

（高知県） 

南国市 香南市 香美市 いの町   

 

（福岡県） 

北九州市 福岡市 久留米市 柳川市 八女市 大川市 豊前市 宮若市 

川崎町 大任町 赤村 苅田町   

 

（佐賀県） 

唐津市 鳥栖市 多久市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 みやき町 

 

（長崎県） 

長崎市 島原市 諫早市 南島原市 新上五島町   

 

（熊本県） 

熊本市 八代市 菊池市 合志市 長洲町 大津町 嘉島町 甲佐町 

芦北町 苓北町   

 

（大分県） 

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 竹田市 杵築市 宇佐市 

豊後大野市 由布市   

 

（宮崎県） 

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 西都市 新富町 

木城町   

 

（鹿児島県） 

鹿児島市 阿久根市 出水市 指宿市 垂水市 日置市 霧島市 姶良市 

与論町   
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（沖縄市） 

宜野湾市 石垣市 沖縄市 金武町 中城村 西原町 八重瀬町 

 

 
 
■競技場・施設 
（北海道） 

札幌ドーム 旭川大雪アリーナ 厚別公園競技場 帯広市総合体育館 

帯広の森陸上競技場 釧路市民陸上競技場 札幌サッカーアミューズメントパーク  湿原の風アリーナ釧路 

千代台公園陸上競技場 中札内交流の杜 函館アリーナ 函館フットボールパーク 

東光スポーツ公園球技場 北海道青少年会館 Compass 北海道立総合体育センター 円山総合運動場  

夕張市平和運動公園  

 

（青森県） 

五戸町ひばり野公園 十和田市高森山総合運動公園 八戸市多賀多目的運動場 八戸市東運動公園陸上競技場 

弘前市運動公園 むつ運動公園   

  

（岩手県） 

安比高原サッカー場協同組合 (公財)岩手県スポーツ振興事業団 県営運動公園管理事務所 北上総合運動公園 

遠野運動公園 花巻市スポーツキャンプむら 盛岡南公園球技場   

 

（宮城県） 

石巻市総合運動公園 角田市陸上競技場 七ヶ浜サッカースタジアム ゼビオアリーナ仙台 

仙台市体育館 仙台市陸上競技場 仙台スタジアム 古川総合体育館 

宮城スタジアム   

 

（秋田県） 

秋田県立中央公園 秋田市八橋運動公園陸上競技場 長根山運動公園 にかほ市スポーツセンターサッカー場 

仁賀保グリーンフィールド 西目カントリーパークサッカー場 本荘由利総合運動公園  

 

（山形県） 

上山市生涯学習センター 川西町民総合体育館 鶴岡市小真木原陸上競技場 東根市民体育館 

山形県総合運動公園陸上競技場 山形市球技場 米沢市営人工芝サッカーフィールド  

 

（福島県） 

郡山西部サッカー場 福島市十六沼公園サッカー場 いわき市いわき陸上競技場 相馬光陽サッカー場 

鳥見山陸上競技場 21 世紀の森公園いわきグリーンフィールド 県営あづま陸上競技場 あいづ陸上競技場 

 

（茨城県） 

フットボールスタジアムつくば 水戸市立競技場 茨城県立カシマサッカースタジアム 鹿島アントラーズクラブハウスグラウンド 

カシマスポーツセンター 鹿島ハイツスポーツプラザ 古河市中央運動公園陸上競技場 日立市民運動公園陸上競技場 

ひたちなか市総合運動公園 卜伝の郷運動公園 水戸市立サッカー・ラグビー場 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 

笠松運動公園陸上競技場   

 

（栃木県） 

足利市総合運動場陸上競技場 小山運動公園陸上競技場 佐野市運動公園 下野市大松山運動公園陸上競技場 

栃木県総合運動公園陸上競技場 栃木市総合運動公園陸上競技場 真岡市総合運動公園陸上競技場 栃木県グリーンスタジアム 

 

（群馬県） 

群馬県立敷島公園 コーエィ前橋フットボールセンター 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

（埼玉県） 

熊谷スポーツ文化公園 さいたま市大宮公園サッカー場 埼玉スタジアム 2002 青木町公園総合運動場 

埼玉県上尾運動公園陸上競技場 さいたま市駒場運動公園競技場 日高総合公園  

 

（千葉県） 

姉崎サッカー場 anelfut park 千葉白子スポーツアリーナ 青葉の森スポーツプラザ 市原スポレクパーク 

市原緑地運動公園臨海競技場 稲毛海浜公園 大網白里アリーナ 鴨川市総合運動施設 

白井運動公園 袖ヶ浦総合運動場 千葉県総合スポーツセンター 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 
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柏の葉公園総合競技場 千葉県立館山運動公園 蘇我球技場 東金アリーナ 

習志野市秋津サッカー場 成田市中台運動公園 パデル＆フットサル晴れのち晴れ 日立柏総合グラウンド 

船橋市運動公園 八幡球技場   

 

（東京都） 

大田区総合体育館 東京都立お台場海浜公園 江東区夢の島競技場 国立競技場 

(独)日本スポーツ振興センター ハイパフォーマンススポーツセンター 西が丘サッカー場 国立代々木競技場第一体育館 駒沢オリンピック公園総合運動場 

すみだフットサルアリーナ 東京スタジアム 三菱養和会巣鴨スポーツセンター 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 

町田市立陸上競技場 

 

（神奈川県）  

秋葉台公園球技場 荻野運動公園競技場 綾瀬スポーツ公園多目的広場 綾瀬スポーツ公園 

海老名運動公園陸上競技場 神奈川県立スポーツセンター 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 小机競技場 

相模原麻溝公園競技場 佐原２丁目公園サッカー場 城山陸上競技場 しんよこフットボールパーク  

箱根町総合体育館 等々力陸上競技場 馬入ふれあい公園 馬入サッカー場 馬入ふれあい公園ひらつかアリーナ 

平塚競技場 ホテル箱根パウエル 三ツ沢公園球技場 三ツ沢公園陸上競技場 

柳島スポーツ公園総合競技場 大和スポーツセンター競技場 大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場 横須賀市南体育会館 

横浜 FC 東戸塚フットボールパーク 横浜国際総合競技場   

 

（山梨県） 

甲府市緑が丘スポーツ公園競技場 富士河口湖町くぬぎ平スポーツ公園サッカー場  

山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 山梨県富士北麓公園陸上競技場 

 

（長野県） 

伊那市陸上競技場 かりがねサッカー場 佐久総合運動公園陸上競技場 長野運動公園総合運動場 

長野県松本平広域公園総合球技場 南長野運動公園総合球技場  

 

（新潟県） 

柏崎市陸上競技場 新発田市五十公野公園陸上競技場 胎内市総合グラウンド陸上競技場 高田城址公園陸上競技場 

十日町市笹山陸上競技場 当間多目的グラウンド 長岡市シティホールプラザアオーレ長岡 長岡市営陸上競技場 

新潟県立鳥屋野潟公園新潟スタジアム   

 

（富山県） 

魚津桃山運動公園 小矢部陸上競技場 高岡市営城光寺公園陸上競技場 高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場 

富山県岩瀬スポーツ公園岩瀬サッカー・ラグビー場 富山県五福公園五福陸上競技場 富山市総合体育館 

富山県総合運動公園富山県陸上競技場 

 

（石川県） 

いしかわ総合スポーツセンター 加賀市陸上競技場 金沢市営陸上競技場 金沢市民サッカー場 

七尾市和倉温泉運動公園多目的グラウンド 松任総合運動公園陸上競技場 能美市物見山陸上競技場 石川県西部緑地公園陸上競技場   

 

（福井県） 

奥越ふれあい公園陸上競技場 越前市武生東運動公園陸上競技場 敦賀市総合運動公園陸上競技場 福井県営陸上競技場 

丸岡スポーツランドサッカー場 三国運動公園陸上競技場 テクノポート福井公園スタジアム   

 

（静岡県） 

静岡県愛鷹広域公園多目的競技場 小笠山総合運動公園 御殿場市陸上競技場 静岡県草薙総合運動場 

静岡市清水日本平運動公園 裾野市運動公園陸上競技場 中外製薬工業藤枝工場サッカーグラウンド 浜松アリーナ 

藤枝総合運動公園 藤枝市民グラウンドサッカー場 Honda 都田サッカー場 焼津市総合グラウンド陸上競技場 

四ツ池公園陸上競技場 ヤマハスタジアム   

 

（愛知県） 

刈谷市総合運動公園 愛知県口論義運動公園 安城市総合運動公園 一宮市光明寺公園球技場 

小牧市スポーツ公園 武田テバオーシャンアリーナ 知多運動公園陸上競技場 豊田市運動公園 

豊田市総合体育館 豊田スタジアム 名古屋市港サッカー場 半田運動公園陸上競技場 

瑞穂公園北陸上競技場 瑞穂公園陸上競技場   

 

（三重県） 
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伊勢フットボールヴィレッジ 上野運動公園競技場 松阪市総合運動公園 三重県営サンアリーナ 

三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿(三重県営鈴鹿スポーツガーデン) 四日市市中央フットボール場 

    

 

（岐阜県） 

岐阜メモリアルセンター長良川競技場 多治見運動公園多治見市星ケ台競技場   

 

（滋賀県） 

SG ホールディングスグループ陸上競技場 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場 甲賀市陸上競技場 滋賀県立彦根総合運動場陸上競技場 

東近江市布引運動公園陸上競技場 野洲川歴史公園サッカー場   

 

（京都府） 

京都市体育館 西京極総合運動公園 京都府立京都スタジアム 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 

 

（大阪府） 

おおきにアリーナ舞洲 大阪市中央体育館 大阪市長居障がい者スポーツセンター 金岡公園陸上競技場 

岸和田市総合体育館 市立吹田サッカースタジアム 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場高槻市萩谷総合公園サッカー場 

鶴見緑地球技場 長居球技場 長居陸上競技場 万博記念競技場 

枚方市立総合スポーツセンター陸上競技場 セレッソ大阪スポーツクラブ舞洲グラウンド 南津守さくら公園スポーツ広場 DREAMCAMP   

 

（兵庫県） 

尼崎市記念公園陸上競技場 尼崎市記念公園総合体育館 ウェルネスパーク五色 大蔵海岸公園 

加古川運動公園陸上競技場 神戸市立中央体育館 神戸総合運動公園体育館 神戸総合運動公園陸上競技場 

神戸ポートアイランドホール 五色台運動公園アスパ五色 県立明石公園陸上競技場 兵庫県立但馬ドーム 

兵庫県立円山川公苑 三木総合防災公園陸上競技場 御崎公園球技場   

 

（奈良県） 

奈良県立橿原公苑陸上競技場 平群町総合スポーツセンター  

 

（和歌山県） 

桃源郷運動公園陸上競技場 橋本市運動公園多目的グラウンド 

 

（鳥取県） 

鳥取県立布勢総合運動公園 鳥取市営サッカー場 米子市営東山陸上競技場 チュウブ YAJIN スタジアム 

 

（島根県） 

島根県立サッカー場 益田陸上競技場 松江市営陸上競技場   

 

（岡山県） 

岡山県笠岡陸上競技場 美作市総合運動公園 岡山県総合グラウンド陸上競技場 

 

（広島県） 

府中町揚倉山健康運動公園上段多目的広場 呉市総合スポーツセンター陸上競技場・サッカー場 

中国電力坂スポーツ施設 東広島運動公園陸上競技場 広島県総合グランド 広島県総合グランドメインスタジアム 

広島県立総合体育館 広島県立びんご運動公園陸上競技場 広島広域公園陸上競技場 広島市中区スポーツセンター 

マツダ体育館   

 

（山口県） 

維新百年記念公園陸上競技場 下関市営下関陸上競技場 防府市スポーツセンター陸上競技場 山陽小野田市立サッカー交流公園 

 

（香川県） 

香川県総合運動公園 香川県立丸亀競技場 香東川公園成合サッカー場 Ｊフット丸亀 

瀬戸大橋記念公園 高松市立東部運動公園  

 

（徳島県） 

藍住町体育センター うだつアリーナ 四国三郎の郷 四国大学しらさぎ球技場 

徳島県鳴門総合運動公園 徳島県南部健康運動公園 徳島県立鳴門渦潮高等学校第二グラウンド 

徳島市球技場 徳島市陸上競技場 徳島市立高等学校 徳島市立スポーツセンター 

徳島市立体育館 徳島文理大学 三野健康防災公園 三好市池田総合体育館 
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吉野川市総合スポーツ運動場 吉野川市多目的グラウンド 吉野川市民プラザ   

 

（愛媛県） 

今治市営スポーツパーク 愛媛県総合運動公園陸上競技場 西条ひうち陸上競技場   

 

（高知県） 

高知県立春野総合運動公園 吾岡山文化の森スポーツ広場 宿毛市総合運動公園 スポーツパークさかわ 

土佐西南大規模公園(大方地区)多目的運動広場  野市ふれあい広場  日高村総合運動公園 

 

（福岡県） 

小郡運動公園 北九州市総合体育館 北九州スタジアム グローバルアリーナ 

御大典記念グラウンド 東平尾公園博多の森球技場 福岡県立久留米総合スポーツセンター   

 

（佐賀県） 

鳥栖市陸上競技場 鳥栖スタジアム  

 

（長崎県） 

国見総合運動公園多目的芝生広場 佐世保市総合グラウンド 島原市営平成町多目的広場 島原市営陸上競技場 

長崎県立総合運動公園陸上競技場 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場  

 

（熊本県） 

大津町運動公園 七城町運動公園サッカー場 熊本県民総合運動公園陸上競技場 熊本市水前寺競技場 

 

（大分県） 

大分スポーツ公園総合競技場 佐伯市総合運動公園陸上競技場 日田市陸上競技場 別府国際コンベンションセンター（ビーコンプラザ） 

大分市営陸上競技場   

 

（宮崎県） 

清水台総合公園 延岡市西階陸上競技場 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 新富テゲバサッカースタジアム 

 

（鹿児島県） 

鹿児島県立鴨池陸上競技場 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 鹿児島県立吹上浜海浜公園 鹿児島ふれあいスポーツランド 

霧島市国分運動公園 薩摩川内市丸山自然公園 さつまリゾート   

 

（沖縄県） 

沖縄県総合運動公園陸上競技場 沖縄市陸上競技場 北谷公園陸上競技場 宜野湾トロピカルビーチ 

クリード西原マリンパーク(西原きらきらビーチ) 名護市営陸上競技場 

 
 
 

 
 
 

  



 

15 

（個人） 

 
青木功太 青木隆明 青嶋達也 青田竹敬 青沼英尚 青柳庸介 碧山緒里摩 青山知雄  

赤木真二 赤羽優子 浅井慶 淺井俊典 浅川英俊 浅田真樹 浅野翔太郎 東直哉  

阿部恵美子 安倍正之 雨堤俊祐 天野学 甘利慈 洗川雄司 新井賢一 荒井隆宏  

新井直彦 有賀久子 有島弘記 有馬利男 安藤太郎 飯尾篤史 飯島啓太 飯嶋玲子  

飯塚健司 飯間健 五十嵐政慶 井川洋一 生島洋介 石井俊平 石井紘人 石井英明  

石井幹子 石井亮太 石川聡 石川秀和 石倉利英 石黒康一 石田拓実 石田達也  

石谷護 石塚東洋雄 石原伸晃 石丸修太郎 石本泰基 和泉民郎 磯部隼 板垣英人  

板倉就五 板谷泰彦 伊東昌一郎 伊藤慎吾 伊東武彦 伊藤信宏 伊藤久朗 伊藤博  

稲垣秀人 稲葉訓也 乾晋也 井上和男 井上信太郎 井上年央 井上智博 井上学  

井上雄太 狩俣裕三 井林辰憲 伊部侑甫 今泉茂聡 今井拓也 今井秀幸 今井広海  

今成裕 今村健人 岩﨑龍一 岩佐友 岩田陽一 岩田洋一 岩谷純一 宇井良太  

上田幸治 植田剛史 うえの賢一郎 植村敦 上村俊介 宇賀神隆 浮田信明 潮智史  

うじきつよし 宇治久裕 内田修一 内田光 内山俊哉 宇都宮徹壱 宇那木健一 梅木信哉  

占部哲也 浦正弘 上枝俊二 江口和貴 江國森 江崎孝 越後圭祐 江連能弘  

江藤高志 江藤友紀子 榎戸直紀 江橋よしのり 江部賢治 エンドウノゾム 遠藤安彦 小穴浩司  

笈川真 老野生智明 大家敏志 大上謙吾 大川佑 大沢祥平 大澤孝宏 大杉和広  

大塚徹 大塚浩雄 大月崇綱 大中祐二 大西純一 大西徹 大野勢太郎 大野晴子  

大橋純人 大森裕太 大谷津統一 大山雄一郎 大好敦 岡沢克郎 尾形有菜 岡田恭平  

岡田拓也 岡田浩幸 岡内正敏 岡部智洋 岡部伸康 岡村地郎 奥村直輝 小河篤也  

小川康介 小川由紀子 小川洋平 荻谷俊介 奥崎覚 小口瑞乃 奥村哲明 奥村佑史  

尾﨑雄介 長田達郎 小澤一郎 小澤祐作 小田智史 小谷紘友 鬼木誠 小野敦  

小野晋太郎 小山真司 折戸岳彦 恩田諭 Dan Orlowitz Kaizouji Hironobu 海鋒宏樹 柿本卓史  

角澤照治 加固敏彦 笠原和則 カザマテツヤ 飛鳥井雅崇 加田裕之 片村光博 勝又寛晃  

勝村政信 勝勇太 加藤健一 加藤浩次 カナガワタカシ 金刺洋平 金澤耿 兼子愼一郎  

金子智彦 金子恭之 金子拓弥 金子葉子 金田翔 金田慎平 狩野心太郎 ジョン・カビラ  

加部究 鎌野智樹 上岡真里江 上條憲也 上西園彩子 神谷正明 神谷亮磨 亀山千広  

鴨下一郎 唐沢裕亮 軽部岳大 河合拓 河北利明 川島健司 河野綾香 河野正  

川端暁彦 川畑周平 川端康生 川原泰博 川邊友貴 川村伸和 河本祐典 川森睦朗  

菅家大輔 菅良二 城内実 菊竹正男 菊池裕 菊地正典 菊地芳樹 菊池亮佑  

菊池六平 木崎伸也 木鋪虎雄 岸原秀治 岸本勉 木瀬大路 木田亜紀彦 北川外志廣  

北川信行 北健一郎 北村和之 絹見誠司 木下淳 木原敬介 木村洋 木本新也  

桐明靖之 桐谷博 ショーン・キャロル 草村勤 葛谷智貞 国貞仁志 久保武司 久保田知則  

久保田竜平 窪田亮 熊崎敬 隈元大吾 粂田孝明 蔵賢斗 倉敷保雄 栗田尚樹  

栗田晴行 栗原正夫 栗山尚久 黒岩宇洋 桑島健太 軍司敦史 煙山光紀 剣持雄治  

小池哉 河野匠 河野正樹 古賀庸介 小阪美貴 小坂亮太 越田省吾 小城崇史  

小杉舞 古田土恵介 児玉幸洋 児玉洋 後藤太輔 小西洋之 小林健志 小林登  

小林洋 小林優子 小堀孝政 小松春生 小宮悠司 小宮良之 小室功 近藤憲彦  

紺野裕喜 斉藤(半田)亜希子 斎藤孝一 斎藤孝則 齊藤友也 齋藤直純 斎藤成俊 斉藤宏則  

齊藤雅春 齊藤悠人 酒井政幸 坂上武司 榊輝朗 坂田高浩 坂本忠宣 坂本秀明  

﨑田良介 櫻井要 櫻井充 佐々木聡史 佐々木大輔 佐々木正洋 笹田征一郎 佐藤亜希子  

佐藤明 佐藤景 佐藤恭子 佐藤俊 佐藤卓史 佐藤博之 佐藤ゆかり 佐藤龍平  

里見研 佐野美樹 澤田和輝 澤田将人 三堂知典 塩崎恭久 塩野彰紀 塩見和也  

茂野聡士 重吉亮佑 篠原岳夫 篠雄也 島崎英純 島田裕司 清水和良 清水貴仁  

清水英斗 清水政夫 志水麗鑑 下田恒幸 下手義樹 城福章裕 白鳥和洋 白髭隆幸  

知手健人 城田登良男 白鳥佳樹 神宮克典 辛仁夏 慎武宏 進藤潤耶 スエイシナオヨシ  

末継智章 菅井健次郎 菅野剛史 菅原康二 杉浦泰介 杉岡英樹 杉園昌之 杉本康弘  

杉山茂樹 杉山彰一 杉山孝 杉山拓也 スギヤマリサ 須黒佑真 鈴木晶久 鈴木健  

鈴木重男 鈴木俊吾 鈴木信一郎 鈴木聖矢 鈴木宅馬 鈴木ひとみ 砂坂美紀 砂知恵  

関本豪 宗野吉利 曽根優 高尾浩司 高尾太恵子 髙木啓 高木毅 高木麻仁  

高木錬太郎 髙島利実 高杉太郎 高梨真人 髙野直樹 高橋育麻 高橋恵美子 高橋大地  

高橋岳治 髙橋知也 高橋ナオコ 高橋洋史 高橋正和 高橋学 高村美砂 高山知昭  

滝川敏之 瀧川恵 瀧口創 田口裕 田口有史 武市公孝 竹内達史 竹内達也  

竹内桃子 竹下典宏 竹島史雄 竹島麻里子 武田泰淳 武田祐治 竹中玲央奈 田嶋コウスケ  
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多田哲平 竜田卓 辰巳直之 立石和之 田中健 田中厳美 田中伸弥 田中直希  

田中雄己 田邊雅之 タニオカカツラ 谷口洋一 谷沢直也 谷野哲郎 谷脇十夢 田畑祐一  

田原英明 田丸英生 田村修一 丹下友紀子 近間英明 千葉修宏 中条一雄 蔦林史峰  

土屋健太郎 土屋雅史 土谷幸弘 都筑貴雅 都築知久 手塚宣武 津野真 津野義和  

坪田祐一 出口夏奈子 手島基 手塚集斗 寺澤俊介 寺野典子 徳永哲彦 徳丸篤史  

戸田聖一郎 土地将靖 戸塚啓 戸田泰雅 都丸征紀 富田茂樹 富山正浩 豊田章一郎  

豊田真大 豊福晋 鳥原光憲 内木将嗣 永井孝昌 永井俊樹 中井誠 中井友紀  

中岡隆造 中川明紀 中川文如 中倉一志 中澤寛 長島一浩 長嶋久樹 中島光明  

中田功 中田徹 中地拓也 中司雅信 中根一幸 中野和也 長野記子 中橋一誠  

長浜耕樹 永原繁 中村和彦 中村琢磨 中村真大 中本智代子 中山淳 中山佑輔  

名倉正和 那谷屋正義 名取裕樹 鍋島徳行 南部明宏 西井遼 西海健太郎 西海康平  

西川知之 西川結城 西畑志朗 西部謙司 西巻賢介 西村國継 西山紘平 西山幸宏  

西裕季利 二宮清純 二宮寿朗 沼野匡智 根本文彦 野崎智史 野澤健介 野地俊二  

能智大介 狭間康至 羽柴水晶 橋本啓 橋本健 長谷川直亮 長谷川裕 長谷川太  

長谷川雅治 波多江輝子 畠山孝弘 畑野君枝 波多野詩菜 羽田智之 馬場俊和 羽深成樹  

浜岡学 濱口博行 林竹里美 林泰史 林悠哉 原悦生 原壮史 原田公樹  

原田大輔 原田充 原山裕平 久賀大輔 日高賢一郎 尾藤央一 檜山浩 平井知元  

平澤祐 平田明浩 平田匡 平地一紀 平野賢二 平野貴也 昼間聡欣 平野皓士朗  

深井洋平 深澤陽一 深世古峻一 福島寿男 福島雄基 福田講平 福田智沙 福永一茂  

福原まりこ 藤井潤一 藤井隆弘 藤井秀樹 藤井雅彦 藤井泰生 藤江直人 藤末健三  

藤田孝夫 藤田真郷 藤田雅彦 藤田悠輔 藤野保史 藤基泰寛 藤谷俊介 藤原一彦  

藤原清美 藤原崇 藤原裕久 布施和枝 舩木渉 古川浩司 北條聡 Eugene Hoshiko  

星聡 星隆 星田裕美子 細井拓 細川祐生 堀田朗 堀田孝 塚越始 

堀籠和幸 本田健介 本田太郎 本田好伸 本間慎吾 舞立昇治 前川卓也 前島芳雄  

藤田要 前田敏勝 前田充 前田悠介 前野亮太 牧野真治 増田孝輔 増田泰洋  

町田直生 町野繁弘 松木圭介 松岡健三郎 松岡寛人 松岡正修 松岡祐司 松尾幸之介  

松落大樹 松尾祐希 Andrew McKirdy 松下新平 松田達也 松永五九雄 松永和章 松野靖彦  

松原渓 松原正典 松本麻美 松本正 松本敏嗣 松本宣昭 松山義明 真野慎也  

馬見新拓郎 丸本大輔 三浦彩乃 三浦憲太郎 三浦光平 三國亜紀 三島大輔 水谷章人  

水野陽介 溝口昇 ミノリカワハヤト 三原朝彦 宮内秀樹 三宅伸吾 三宅正浩 宮崎亮太  

宮澤博史 宮路拓馬 宮田大資 宮中亜季 武藤容治 村井詩都 村井英樹 村上喜規  

村社拓信 村田利文 邨田直人 村松敬太 村本聡 村本裕太 村山良太 ベン・メイブリー  

文字哲也 望月隼人 望月仁 元榮太一郎 元川悦子 森下祐介 森田達也 森中隆介  

森雅史 森本幸一 矢外三樹広 八木康晴 安田健示 安田容子 八塚浩 矢内由美子  

ヤナガワゴーッ！ 矢野透 矢部浩之 山岡肇 山口源貴 山口高憲 山口壯 山崎賢人  

山崎安昭 山崎善啓 山下幸志朗 山下悟 山下純平 山添敏央 山田一仁 山田喜貴  

山室義高 山本地平 山本駿 山本順三 山本哲志 山本直弘 山本正樹 山本祐也  

湯浅健二 遊馬秀樹 横井伸幸 横井素子 横山英士 横山健太 横山博昭 吉岡佐和子  

吉田豪 吉澤敬太 よしだじゅんや 吉田誠一 吉田雄生 吉田剛 吉田太郎 吉田雅昭  

吉野真治 吉見正 吉村憲文 吉村奨憲 吉村美千代 米倉義房 米田祐輔 鄭眞一 

六川亨 若杉五馬 輪嶋正隆 渡部薫 渡辺航滋 渡邉卓幸 渡辺裕明 渡辺浩樹  

渡邊裕樹 渡辺裕之 渡部正  
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日本サッカー協会 100 周年表彰 

特別功労表彰 
 

都道府県／地域サッカー協会関係者、クラブ、日本代表選手、指導者、審判、グラスルーツ関連、医療関係者、教育関係者など、 

各地域での活動を含めて日本サッカー界において、永年にわたり普及や発展に貢献した個人又は団体を表彰しています 

特別功労表彰は、特に貢献が顕著であると認められる個人及び団体を対象としています 

 

（団体） 

 
■チーム 
FIFA 女子ワールドカップ ドイツ 2011 優勝チーム 

FIFA U-17 女子ワールドカップ コスタリカ 2014 優勝チーム 

FIFA U-20 女子ワールドカップ フランス 2018 優勝チーム 

 

 

■加盟団体・関係団体 
(公財)北海道サッカー協会 (一社)東北サッカー協会 (一社)関東サッカー協会 (一社)北信越サッカー協会 

(一社)東海サッカー協会 (一社)関西サッカー協会 (一社)中国サッカー協会 (一社)四国サッカー協会 

(一社)九州サッカー協会 (一社)青森県サッカー協会 (公社)岩手県サッカー協会 (一社)宮城県サッカー協会 

(一社)秋田県サッカー協会 (特非)山形県サッカー協会 (一財)福島県サッカー協会 (公財)茨城県サッカー協会 

(公社)栃木県サッカー協会 (公社)群馬県サッカー協会 (公財)埼玉県サッカー協会 (公社)千葉県サッカー協会 

(公財)東京都サッカー協会 (一社)神奈川県サッカー協会 (一社)山梨県サッカー協会 (一社)長野県サッカー協会 

(一社)新潟県サッカー協会 (公社)富山県サッカー協会 (一社)石川県サッカー協会 (一社)福井県サッカー協会 

(一財)静岡県サッカー協会 (公財)愛知県サッカー協会 (一社)三重県サッカー協会 (一財)岐阜県サッカー協会 

(公社)滋賀県サッカー協会 (一社)京都府サッカー協会 (一社)大阪府サッカー協会 (一社)兵庫県サッカー協会 

(一社)奈良県サッカー協会 (一社)和歌山県サッカー協会 (一財)鳥取県サッカー協会 (一社)島根県サッカー協会 

(一財)岡山県サッカー協会 (公財)広島県サッカー協会 (一社)山口県サッカー協会 (一社)香川県サッカー協会 

(一社)徳島県サッカー協会 (一社)愛媛県サッカー協会 (一社)高知県サッカー協会 (公社)福岡県サッカー協会 

(一社)佐賀県サッカー協会 (一社)長崎県サッカー協会 (一社)熊本県サッカー協会 (一社)大分県サッカー協会 

(一社)宮崎県サッカー協会 (一社)鹿児島県サッカー協会 (一社)沖縄県サッカー協会 (一社)日本フットボールリーグ 

(一社)日本女子サッカーリーグ (一財)全日本大学サッカー連盟 (一財)全国社会人サッカー連盟 (公財)全国高等学校体育連盟 

(一財)日本クラブユースサッカー連盟 (公財)日本中学校体育連盟 (一財)日本フットサル連盟 (公社)日本プロサッカーリーグ 

 
 
■トップリーグ（J リーグ・なでしこリーグ・F リーグ） 
北海道コンサドーレ札幌 ベガルタ仙台 鹿島アントラーズ 浦和レッドダイヤモンズ 

柏レイソル FC 東京 川崎フロンターレ  横浜Ｆ・マリノス 

横浜ＦＣ 湘南ベルマーレ 清水エスパルス 名古屋グランパスエイト 

(株)ガンバ大阪 セレッソ大阪 ヴィッセル神戸 サンフレッチェ広島 

徳島ヴォルティス アビスパ福岡 サガン鳥栖 大分トリニータ 

ブラウブリッツ秋田 モンテディオ山形 水戸ホーリーホック 栃木ＳＣ 

ザスパクサツ群馬 大宮アルディージャ ジェフユナイテッド千葉 東京ヴェルディ 

FC 町田ゼルビア SC 相模原 ヴァンフォーレ甲府 松本山雅 FC 

アルビレックス新潟 ツエーゲン金沢 ジュビロ磐田 京都サンガ F.C. 

ファジアーノ岡山 レノファ山口ＦＣ 愛媛ＦＣ ギラヴァンツ北九州 

Ｖ・ファーレン長崎 FC 琉球 ヴァンラーレ八戸 いわてグルージャ盛岡 

福島ユナイテッドＦＣ Y.S.C.C.横浜 ＡＣ長野パルセイロ カターレ富山 

藤枝ＭＹＦＣ アスルクラロ沼津 FC 岐阜 ガイナーレ鳥取 

カマタマーレ讃岐 FC 今治 ロアッソ熊本 テゲバジャーロ宮崎 

鹿児島ユナイテッドＦＣ マイナビ仙台レディース 三菱重工浦和レッズレディース ちふれ AS エルフェン埼玉 

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 日テレ・東京ヴェルディベレーザ ノジマステラ神奈川相模原 AC 長野パルセイロ・レディース 

アルビレックス新潟レディース INAC 神戸レオネッサ 日体大 FIELDS 横浜 伊賀 FC くノ一三重 
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コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 セレッソ大阪堺レディース 愛媛 FC レディース ノルディーア北海道 

岡山湯郷 Belle 吉備国際大学 Charme 岡山高梁 福岡Ｊ・アンクラス エスポラーダ北海道 

バルドラール浦安 フウガドールすみだ 立川・府中アスレティック FC ASV ペスカドーラ町田 

Y.S.C.C.横浜フットサル 湘南ベルマーレフットサルクラブ ボアルース長野 アグレミーナ浜松 

名古屋オーシャンズ(株) シュライカー大阪 デウソン神戸 ボルクバレット北九州 

バサジィ大分   

 
 
 

（個人） 
 
 
■日本代表 
（監督） 

アデマール・ペレイラ・マリーニョ 池田司信 上田栄治 大橋浩司 河原塚毅 鳥飼浩之 宮内聡  

 

（選手） 

青柳佳祐 赤熊卓弥 秋田豊 阿部勇樹 新垣隆 荒川恵理子 有吉佐織 井坂美都  

石渡良太 泉美幸 市瀬菜々 市原誉昭 伊東輝悦 稲葉洸太郎 稲本潤一 伊野波雅彦  

岩清水梓 岩政大樹 植木理子 上原朋也 森川(内山)環 宇津木瑠美 遠藤純 遠藤航 

大黒将志 大島僚太 大竹七未 大谷未央 大部由美 大松(坂上)真由美 岡崎慎司 岡野雅行  

小澤純子 小曽戸允哉 小野大輔 小野寺志保 小村徳男 海堀あゆみ 香川真司 加地亮 

加藤與惠 金山友紀 上尾野辺めぐみ 河合雄介 川上(齊藤)直子 川口能活 川島永嗣 川澄奈穂美  

川原永光 北澤豪 宜野座寛也 近賀ゆかり 熊谷紗希 木暮賢一郎 小林弥生 小林里歌子  

小牧正幸 駒野友一 小宮山友祐 阪口夢穂 相根澄 定永久男 鮫島彩 澤穂希  

三都主アレサンドロ 柴崎岳 清水梨紗 下小鶴綾 昌子源 城彰二 鈴木俊多 鈴木隆行  

鈴木将人 鈴村拓也 須藤安紀子 相馬直樹 曽ヶ端準 高瀬愛実 高原直泰 髙間専一郎  

瀧口貴史 滝田学 田中明日菜 田中マルクス闘莉王 田畑輝樹 玉田圭司 坪井慶介 照喜名辰吾  

土肥洋一 東明有美 豊田奈夕葉 永里亜紗乃 中澤佑二 中田浩二 中田英寿 中地舞  

永留かおる 長友佑都 中西永輔 中村憲剛 中村航輔 中山雅史 名波浩 楢﨑正剛  

名良橋晃 西貝尚子 西川周作 西澤明訓 宮内(仁科)賀恵 仁部屋和弘 長谷川唯 長谷部誠  

服部年宏 埴田真紀 原口翔太郎 原口元気 東口順昭 平野孝 冨金原徹 福西崇史  

福元美穂 藤井健太 藤原潤 本田圭佑 前田喜史 槙野智章 松尾那緒弥 松田圭祐  

丸尾訓照 丸山桂里奈 三浦知良 三浦成美 宮川麻都 宮本恒靖 明神智和 武藤嘉紀  

村上哲哉 茂庭照幸 籾木結花 森岡隆三 森重真人 安川知宏 矢野貴章 山内悠誠  

山岸靖代 山口蛍 山口素弘 山郷のぞみ 山根恵里奈 山本絵美 横山久美 呂比須ワグナー  

渡邉知晃  

 
 
■強化・育成・指導者養成 
阿江孝一 青木治人 赤池保幸 秋庭武彦 秋葉忠宏 飽田敏 阿久津貴志 浅利真  

麻生英雄 足達勇輔 阿部勝弘 綾部美知枝 荒川正一 在原正明 有馬賢二 有持哲治  

安齋和之 安藤貴之 壱岐友輔 池内豊 池谷孝 池田浩 池田太 石井知幸 

石黒友耀 石神良訓 井嶋正樹 石森由紀 井尻明 和泉茂徳 五十川和也 伊藤圭 

伊藤雅範 伊藤裕二 乾真寛 井原正巳 今井純子 今泉守正 今泉幸広 今堀佳明  

岩永健 上野展裕 植田元輝 上田亮三郎 植村公亮 宇佐美誠 内山篤 宇津江智保  

梅崎高行 浦田敏己 漆間信吾 上泉康樹 江後賢一 エジソン土井 江尻篤彦 越後和男 

榎本恵子 遠藤善主 大岩剛 大岩孝子 大熊裕司 大澤英雄 大嶽直人 大谷未央  

大田康雄 大塚一朗 大津賀祐介 大西正幸 大野真 大橋昭好 大畑開 大場真孝  

大部由美 大前恵 小粥智浩 尾形行亮 岡中勇人 岡村新太郎 岡本三代 岡本理生  

小川秀樹 萩原武久 沖山雅彦 奥野僚右 小倉勉 長内秀人 小澤通晴 織田秀和  

越智滋之 小野明 小野剛 小野美香 海本慶治 掛川誠 影山啓自 梶野智幸  

加治真弓 片桐央視 勝澤要 加藤賢二 加藤嗣夫 加藤寿一 加藤晴康 加藤寛  

加藤好男 加藤竜二 金坂正廣 金子隆之 金田喜稔 狩野倫久 鎌田安久 川井健太  

川口能活 川俣則幸 唐島和義 河浦一成 川村元雄 菅野大祐 菊池彰人 菊池新吉  

菊池利三 菊池政博 北澤豪 北野孝一 北村勝朗 木下裕光 木村浩吉 木村康彦  

木村リエ 京増雅仁 清雲栄純 清瀬一剛 櫛引実 楠瀬直木 楠本晃義 倉田安治  
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栗本直 黒崎久志 黒澤尚 黒田和生 黒田早苗 黒田良 監物政希 小池直文  

木暮賢一郎 越田剛史 後藤裕治 小西鉄平 古沼貞雄 小林忍 小林伸二 小林拓馬  

小松義典 込山友 小宮喜久 小森隆弘 小山健二 金野結子 齋田良知 斎藤武志  

佐伯悠太 酒井清考 境田雅章 坂木嘉和 坂田恵 相根澄 佐々木理 佐々木一樹  

健一 佐藤孝大 里内猛 佐野智之 佐野佑樹 佐保豊 猿澤真治 澤井和彦  

山藤賢 三森ゆりか 塩谷英樹 四方菜穂 芝脩希 柴沼真 島田信幸 島田真梨子  

下小鶴綾 下條佳明 下田崇 霜田正浩 城和憲 昌子 力 白井貞義 白川晋  

眞藤邦彦 末廣亮介 杉山佳生 杉木陽介 杉田正明 須甲理生 鈴木滋 鈴木康仁  

鈴木隆二 墨屋孝 諏訪雄大 関塚隆 関輪圭太 世登泰二 千本哲也 相馬直樹  

反町康治 高桑大二朗 高須理稔 髙田哲也 髙田豊治 高橋範夫 高山清 瀧井敏郎  

瀧上知巳 武田亘弘 武冨修治 竹本一彦 田代久美子 立石智彦 田中孝司 田中祐介  

田中康嗣 谷本俊介 田村脩 中馬健太郎 立木宏樹 塚田雄二 辻谷浩幸 土橋正樹  

堤葉子 手倉森誠 手塚貴子 寺門大輔 寺峰輝 冨樫剛一 時實俊輔 利光ちはる  

轟奈都子 飛石孝行 土肥美智子 富田哲二 長尾雅史 中嶋孝行 中條智志 中田康人  

中塚義実 中野江利子 仲野浩 中堀千香子 中三川哲治 中村恭平 中村大輔 中山雅雄  

柳楽雅幸 那須麻衣子 並木磨去光 浪越信夫 鳴尾直軌 西入俊浩 西川誠太 西村昭宏  

西村陽介 沼澤秀雄 野地照樹 ノダアケミ 能仲太司 橋川和晃 橋本立子 畠山正樹  

濱崎芳己 濱田堯 濵田勇太 早川直樹 林晋太郎 原邦夫 原隆弘 樋口貴史  

平川雅之 ヒネス・メレンデス 広瀬統一 廣山望 樋渡群 福井哲 藤井茂幸 藤井頌子  

藤口光紀 藤代隆介 藤田安澄 藤田一郎 藤原寿徳 船本幸路 古川勝巳 保坂不二夫  

星原隆昭 堀田哲爾 堀池巧 堀之内寛 堀野博幸 本田美登里 前川義信 前田信弘  

前田秀樹 前田弘 牧内辰也 真子秀徳 松井清隆 松岡仁司 松木俊博 松田邦貴  

松田匠生 松田輝幸 松田哉 マツダヒロシ 松永英機 松永怜 松村浩 松本小葉  

松本光弘 丸山哲平 見汐翔太 水上博司 三ツ木将吾 皆川新一 南省吾 宮川真一  

三宅明子 三輪由衣 武藤覚 村上重雄 村上哲哉 村松浩 望月一頼 望月選 望月聡  

本村俊三 森川嗣夫 森下仁志 モリシマオサム 森孝久 森保一 森山佳郎 茂怜羅オズ  

安松幹展 矢野由治 山浦伊吹 山尾光則 山岸範宏 山口小百合 山口隆文 山郷のぞみ  

山崎亨 山下則之 山路嘉人 山田静 山田優香 山出久男 山成宣彦 山根威信  

山橋貴史 山本明 山本大 山本浩義 山本昌邦 横内昭展 横江塁 横道玲香  

横山哲久 吉田明博 吉武博文 吉田弘 吉田靖 吉永一明 淀川知治 四方田修平  

梁圭史 和田一郎 渡邉英豊  

 
 
■審判 
合澤正裕 相葉忠臣 青木隆 浅井昭子 足立英二 穴沢努 阿部岩雄 阿部義秀  

鮎貝志保 荒川吉郎 荒木友輔 アラマキトシヒコ 有田靖 飯田淳平 家本政明 池内明彦  

池田直寛 池田浩之 伊崎公男 石川正樹 石沢知 石山昇 五十川和也 伊藤力喜雄  

犬飼一郎 今村義朗 植村久 梅本博之 漆畑成子 江角直樹 大岩真由美 扇谷健司  

太田潔 大塚晴弘 大歳和法 大西保 大西弘幸 大庭弘毅 岡田征三 岡田正義  

岡段忠典 岡野尚士 小川直仁 小川光 小川佳実 奥谷彰男 小椋剛 長田和久  

小田川正二 小野寺祐 小幡真一郎 恩氏孝夫 柿花和夫 柏原丈二 片山義継 金田大吉  

金子聡一郎 上荒敬司 上川徹 唐木田徹 河合英治 河内耕一郎 河野曉 川村聖一  

菊地秀夫 木口寛 木崎博昭 岸賢治 北郷光宏 木村神津司 木村滋 木村博之  

九里孝 倉原英弘 小崎知広 越山賢一 斉藤仁 酒井昭宏 佐賀慎治 相樂亨  

佐幸欣治 佐古善紀 佐々木琢至 佐藤光雄 佐藤満 佐藤隆治 澤田嘉男 塩屋園文一  

柴田正利 芝村洋一 新恭一 新谷勝士 杉山利久 鈴木武明 鈴木亮哉 鈴木正幸  

関根弘之 平章人 聳城巧 髙橋早織 高橋武良 髙橋寿 髙橋裕典 髙橋佳久  

抱山公彦 竹内和雄 竹内元人 武田進 田中厚 田中賢二 田邊宏司 谷内浩仁 

田渕量也 土本泰 角山勝洋 坪坂智光 手代木直美 手塚洋 東城穣 遠山昭仁  

徳永智昭 鳥越明弘 中岡誠 長岡康規 中熊光義 中込均 中原美智雄 永松常徳  

中村祐 名木利幸 夏井正彦 成田和彦 西岡昌弘 西野照美 西橋勲 西村雄一  

新田栄作 野原敬司 延本泰一 野村修 萩尾麻衣子 長谷忠志 波多野祐一 浜田章治  

濱名哲也 林則治 羽矢吉克 原田秀昭 原田弘之 原田昌彦 平井裕雄 廣嶋禎数  

廣瀬格 深野悦子 福岡幹男 福島孝一郎 藤ヶ崎敦 布瀬直次 二俣敏明 不破信   

辺見康裕 坊薗真琴 前田拓哉 牧野明久 正木修一 間島宗一 町田正子 松尾一   

松崎康弘 松村和彦 真殿三加 黛俊行 南浩二 三宅毅 宮島一代 宮谷直樹  

宮成武人 宮部範久 村上孝治 村上伸次 村山尚哉 森河健一 森津陽太郎 森英樹   



 

20 

森文敬 森本洋司 安元利充 柳澤修 柳沢和也 山内宏志 山岸佐知子 山口茂久  

山口博司 山﨑裕彦 山下良美 山城大 山田悟 山中正男 山西博文 山本弘之  

山本雄大 吉澤久惠 吉田寿光 吉野内浩志 𠮷村修 米村真由美 脇山哲郎 渡辺典子  

和田りつ子  

 

 

■社会貢献・協会運営等 
赤須陽太郎 池田洋二 セルジオ越後 大立目佳久 式田高義 大仁邦彌 野村尊敬 原博実 

林義規 平田竹男 福村景樹 森健兒 山田隆裕 

 

 

   

日本サッカー協会 100 周年表彰 

功労表彰 
 

都道府県／地域サッカー協会関係者、クラブ、日本代表選手、指導者、審判、グラスルーツ関連、医療関係者、教育関係者など、 

各地域での活動を含めて日本サッカー界において、永年にわたり普及や発展に貢献した個人又は団体を表彰しています 

 

（団体） 

 
■クラブ  
オルカ鴨川 FC スフィーダ世田谷 FC ニッパツ横浜 FC シーガルズ NGU ラブリッジ名古屋 

アンジュヴィオレ広島 つくば FC レディース バニーズ群馬 FC ホワイトスター SHINAGAWA CITY FUTSAL CLUB 

ヴィンセドール白山 広島エフ・ドゥ ポルセイド浜田 ステラミーゴいわて花巻 

ヴォスクオーレ仙台 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 流経大メニーナ龍ヶ崎 さいたま SAICOLO 

バルドラール浦安ラス・ボニータス 立川・府中アスレティック FC レディース 福井丸岡 RUCK アスレジーナユニアオあいち一宮 

アルコ神戸 ヴェルスパ大分 ソニー仙台フットボールクラブ 本田技研工業(株)フットボールクラブ 

鈴鹿ポイントゲッターズ ヴィアティン三重 いわき FC F.C.大阪 

MIO びわこ滋賀 松江シティ FC 東京武蔵野ユナイテッドフットボールクラブ (株)ホンダロック サッカー部 

奈良クラブ 高知ユナイテッドスポーツクラブ ラインメール青森 FC マルヤス工業(株)フットボールクラブ 

FC ティアモ枚方 FC 刈谷 静岡産業大学サッカー部 アルエット熊本フットボールクラブ 

流通経済大学フットボールクラブ ブリオベッカ浦安 栃木シティフットボールクラブ Cobaltore 女川 

流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 三菱自動車水島 FC  

奈良育英高等学校 奈良市立一条高等学校 奈良県立大淀高等学校 岩手県立遠野高等学校サッカー部 

岩手県立盛岡商業高等学校サッカー部 岩手大学サッカー部 スポーツ振興協議会(アウトラインＦＣ) 大阪市役所体育会サッカー部 

大阪成蹊大学フットサル部 大阪ローリングタートル 京都暁フットボールクラブ 京都紫光サッカークラブ 

京都城陽サッカークラブ 京都長岡京サッカースポーツ少年団 熊本学園大学サッカー部 高知大学サッカー部 

神戸フットボールクラブ KobeRegatta&AthleticClub 神戸リガッタ・アンド・アスレチック・倶楽部 サガン鳥栖アカデミー 

札幌大学サッカー部 滋賀サッカークラブ JAPAN サッカーカレッジ セレッソ大阪スポーツクラブ 

多摩大学体育会フットサル部 地域総合型クラブ FCⅤ可児 ディアブロッサ高田フットボールクラブ 桐蔭学園中学校サッカー部 

東海大学熊本サッカー部 東京都庁サッカー部 東京富士大学サッカー部 特定非営利活動法人フットボールクラブオリベ多治見  

新潟医療福祉大学サッカー部 日本製鉄釜石サッカー部 日本体育大学学友会サッカー部 パルスフットボールクラブ 

比叡少年蹴球団 東日本国際大学サッカー部 びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部 福岡大学サッカー部 

北陸大学サッカー部 北海道教育大学岩見沢校サッカー部 松本大学サッカー部 盛岡ゼブラ 

山梨学院大学サッカー部 YOKOHAMA COUNTRY & ATHLETIC CLUB  ロク・フットボールクラブ  
 
 
■団体 
全国自治体職員サッカー連盟 全国自衛隊サッカー連盟 全国専門学校サッカー連盟 (一社)全国高等専門学校サッカー連盟 

(一財)全日本大学女子サッカー連盟 (一財)日本ビーチサッカー連盟 (一社)日本プロサッカー選手会 (一社)日本障がい者サッカー連盟 

(特非)日本サッカー指導者協会 (一社)西日本ろう者サッカー協会 日本アンプティサッカー協会 (一社)日本 CP サッカー協会 

(特非)日本ソーシャルフットボール協会 (特非)日本知的障がい者サッカー連盟 (一社)日本電動車椅子サッカー協会 (特非)日本ブラインドサッカー協会 

(一社)日本ろう者サッカー協会 東日本ろう者サッカー協会 北海道ろう者サッカー協会 山口・九州ろう者サッカー協会 
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北海道学生サッカー連盟 東北地区大学サッカー連盟 関東大学サッカー連盟 北信越大学サッカー連盟 

東海学生サッカー連盟 関西学生サッカー連盟 中国大学サッカー連盟 四国大学サッカー連盟 

九州大学サッカー連盟 北海道社会人サッカー連盟 東北社会人サッカー連盟 関東社会人サッカー連盟 

北信越社会人サッカー連盟 東海社会人サッカー連盟 関西社会人サッカー連盟 中国社会人サッカー連盟 

四国社会人サッカー連盟 九州サッカーリーグ連盟 北海道高等学校体育連盟 青森県高等学校体育連盟 

岩手県高等学校体育連盟 宮城県高等学校体育連盟 秋田県高等学校体育連盟 山形県高等学校体育連盟 

福島県高等学校体育連盟 茨城県高等学校体育連盟 栃木県高等学校体育連盟 群馬県高等学校体育連盟 

埼玉県高等学校体育連盟 千葉県高等学校体育連盟 東京都高等学校体育連盟 神奈川県高等学校体育連盟 

山梨県高等学校体育連盟 長野県高等学校体育連盟 新潟県高等学校体育連盟 富山県高等学校体育連盟 

石川県高等学校体育連盟 福井県高等学校体育連盟 静岡県高等学校体育連盟 岐阜県高等学校体育連盟 

愛知県高等学校体育連盟 三重県高等学校体育連盟 滋賀県高等学校体育連盟 京都府高等学校体育連盟 

大阪高等学校体育連盟 兵庫県高等学校体育連盟 奈良県高等学校体育連盟 和歌山県高等学校体育連盟 

鳥取県高等学校体育連盟 島根県高等学校体育連盟 岡山県高等学校体育連盟 広島県高等学校体育連盟 

山口県高等学校体育連盟 徳島県高等学校体育連盟 香川県高等学校体育連盟 高知県高等学校体育連盟 

愛媛県高等学校体育連盟 福岡県高等学校体育連盟 佐賀県高等学校体育連盟 熊本県高等学校体育連盟 

長崎県高等学校体育連盟 大分県高等学校体育連盟 宮崎県高等学校体育連盟 鹿児島県高等学校体育連盟 

沖縄県高等学校体育連盟 北海道クラブユースサッカー連盟 東北クラブユースサッカー連盟 関東クラブユースサッカー連盟 

北信越クラブユースサッカー連盟 東海クラブユースサッカー連盟 関西クラブユースサッカー連盟 中国クラブユースサッカー連盟 

四国クラブユースサッカー連盟 九州クラブユースサッカー連盟 北海道中学校体育連盟 青森県中学校体育連盟 

岩手県中学校体育連盟 宮城県中学校体育連盟 秋田県中学校体育連盟 山形県中学校体育連盟 

福島県中学校体育連盟 茨城県中学校体育連盟 栃木県中学校体育連盟 群馬県中学校体育連盟 

埼玉県中学校体育連盟 千葉県小中学校体育連盟 東京都中学校体育連盟 神奈川県中学校体育連盟 

山梨県小中学校体育連盟 長野県中学校体育連盟 新潟県中学校体育連盟 富山県中学校体育連盟 

石川県中学校体育連盟 福井県中学校体育連盟 静岡県中学校体育連盟 岐阜県中学校体育連盟 

愛知県中小学校体育連盟 三重県中学校体育連盟 滋賀県中学校体育連盟 京都府中学校体育連盟 

大阪中学校体育連盟 兵庫県中学校体育連盟 奈良県中学校体育連盟 和歌山県中学校体育連盟 

鳥取県中学校体育連盟 島根県中学校体育連盟 岡山県中学校体育連盟 広島県中学校体育連盟 

山口県中学校体育連盟 徳島県中学校体育連盟 香川県中学校体育連盟 高知県中学校体育連盟 

愛媛県中学校体育連盟 福岡県中学校体育連盟 佐賀県中学校体育連盟 熊本県中学校体育連盟 

長崎県中学校体育連盟 大分県中学校体育連盟 宮崎県中学校体育連盟 鹿児島県中学校体育連盟 

沖縄県中学校体育連盟 (一社)北海道フットサル連盟 東北フットサル連盟 関東フットサル連盟 

北信越フットサル連盟 東海フットサル連盟 関西フットサル連盟 中国フットサル連盟 

四国フットサル連盟 九州フットサル連盟 熊本県キッズサッカー協議会 佐賀県プロサッカー振興協議会 

 
 

 

（個人） 

 
■日本代表  
相澤舞衣 青木剛 浅岡朝泰 浅野拓磨 浅野菜摘 安部裕葵 阿部浩之 阿部真美  

有町紗央里 安西幸輝 安藤信仁 安藤正裕 家長昭博 石井茂巳 石神良訓 石川直宏  

石鍋千夏 和泉秀実 伊藤果穂 伊藤圭汰 伊東純也 伊藤直司 伊藤華恵 稲垣祥  

稲田祐介 井上ねね 今井敬三 黒部光昭 今井裕里奈 今村博治 岩崎夏美 岩田明美  

植木繁晴 上辻佑実 上野真実 上原拓也 植松晃都 宇賀神友弥 牛島理子 内村俊太  

宇津木みる 宮本(宇野)涼子 梅崎司 江坂任 越後和男 兼吉(尾板)裕子 近江友介 大榎克己  

大賀理紗子 大熊良奈 大澤三恵子 大滝麻未 大塚和慎 大津祐樹 大友正人 大野俊三  

大原智子 岡嶋俊樹 岡林直子 小川諒也 奥原崇 長船加奈 笠嶋由恵 風間八宏  

柏木陽介 加藤正明 加藤正美 加藤光雄 加藤未渚実 加藤竜馬 加戸由佳 金子久 

金田真美 鎌田大地 鴨川実歩 川辺駿 川又堅碁 川股要佑 神戸清雄 神戸洋平  

北川夏奈 北川航也 北川ひかる 北嶋秀朗 北村菜々美 北本綾子 吉林千景 吉川紗代  

吉良知夏 草木克洋 工藤壮人 久保建英 倉田秋 栗島朱里 栗原勇蔵 車屋紳太郎  

黒岩文幸 小池良平 小出夏美 小門勇太 小櫻由稀 小滝春男 児野楓香 小畑穣 

小林悠 近藤純也 近藤直也 齋田由貴 斉藤和夫 齋藤功一 齋藤正紀 齋原みず稀  

酒井友之 酒井直樹 阪口萌乃 阪倉裕二 坂下博之 坂桂輔 坂田淳 坂田大輔  

櫻田未来 佐々木翔 佐々木博和 佐々木繭 佐藤楓 佐藤亮 阿部(佐藤)春詠 佐藤寿人  
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佐藤(秋元)麻陽 佐藤勇人 佐藤慶明 佐野達 澤登正朗 塩谷司 柴田里美 柴田華絵  

芝野創太 齋藤(島)由理子 芝原夏奈 下川健一 芳賀(麝嶋)伸子 清水和也 白方秀和 神敬治 

新造邦明 菅貴裕 菅野裕二 菅又哲男 菅原和紀 杉田亜未 杉田妃和 杉山藍子  

須佐耕一 鈴木大輔 鈴木智子 鈴木奈津美 鈴木政江 鈴木正治 鈴木武蔵 関新  

関灘美那子 瀬田龍彦 副島博志 園田瑞貴 都築(園部)勉 楚輪博 大仁邦彌 高尾茜利  

髙木和道 高木ひかり 髙木(四宮)由美子 濱野(高嶋)美奈子 高萩陽子 髙萩洋次郎 高橋彩子 高橋はな  

髙橋秀人 髙畑志帆 高林敏夫 高平美憂 高松大樹 高良亮子 田口泰士 武岡イネス恵美子  

竹本亮子 武田修宏 田中孝司 田中順也 田中真二 田中千尋 田中隼磨 田中誠  

田中美南 田中陽子 谷口彰悟 谷真一郎 谷中治 田村佳翔 田村龍太郎 千田日向子  

千葉和彦 茶野隆行 工藤(土橋)優貴 都築龍太 寺田周平 堂安律 土光真代 冨安健洋  

外谷(篠原)志穂子 豊島明 豊田陽平 鳥越恵 猶本光 永井謙佑 永井雄一郎 永井義文  

中岡麻衣子 仲川輝人 中里優 長澤和明 長澤和輝 永島昭浩 中島詩織 永島俊 

中野絵美 長野風花 中野真奈美 中村楓 中村直志 中村友亮 中本邦治 中山知明  

中山雄太 名取篤 縄田三佳 西紀寛 二村昭雄 庭田亜樹子 丹羽大輝 野口幸司  

野村貢 ハーフナー・マイク 橋本拳人 長谷(田村)千恵子 畑中(久保)恵美子 鳩野大介 波戸康広 中川(馬場)典子  

佐藤(浜田)彰子 原辰介 原田健司 原田浩平 原菜摘子 原正文 春山愛 林健太郎  

林穂之香 播戸竜二 日高憲敬 檜山昇吾 平井成美 平井佑果 平川弘 平沢周策  

平瀬智行 ピレス・イゴール 福田まい 福田正博 藤川朋樹 藤代伸世 藤田俊哉 藤田直之  

藤田靖香 藤春廣輝 宇佐美(藤村)智美 藤本淳吾 藤本主税 古田篤良 細谷一郎 堀内迪弥  

堀米将太 本多さかえ 本田泰人 前川和也 osamu maeda 前田遼一 前鈍内マティアスエルナン  

森岡寛美 増田誓志 増矢理花 松浦敏夫 松木安太郎 松田和也 松永章 松永成立  

松原有沙 松原志歩 松宮充義 松山吉之 万屋美穂 三浦弦太 三浦拓 三上尚子  

三竿健斗 梅原(三島)早苗 水沼貴史 水野晃樹 水本裕貴 皆川佑介 南山千明 箕輪義信  

宮市亮 宮﨑有香 宮原ゆかり 三好康児 向薗泰洋 武藤雄樹 村井慎二 村岡真実  

村松智子 村山竜三 室田祐希 室屋成 望月豊仁 本山雅志 森岡亮太 森重瑞紀  

森下申一 守田英正 森知美森洸 森正明 森村孝志 森本鶴 森脇良太 矢澤大夢  

柳本啓成 山川里佳子 山岸智 山口麻美 山口智 山口悟 山口小百合 山﨑由加  

山下美幸 山下芳輝 山瀬功治 山田卓也 山田千愛 山田慈英 山田直輝 山田将貴  

山蔦一弘 山根視来 山野孝義 山村和也 山本脩斗 山本楓果 横江怜 横山恵介  

横山正文 吉田光範 吉原宏太 吉水法生 芳本有紀子 四井沙樹 与那城ジョージ 米倉恒貴  

若林エリ 脇坂泰斗 脇山蓮 渡邉千真 渡辺毅 渡辺博之 

 
 
■個人 
相笠伸幸 相川史朗 青木一誠 青木敏樹 青木伸彦 青木秀行 青木宏憲 青木実  

青田俊彦 青田知子 青田秀満 青山孝樹 青山巧 赤塚州男 赤羽真紀子 秋川浩  

秋田浩一 秋田信也 秋田太一 秋葉剛男 秋本真吾 秋森学 秋谷仁 秋山隆之  

秋山雅門 明村享 浅井資夫 浅井重夫 朝岡隆蔵 浅川堅 朝倉守 浅島靖夫  

浅妻信 浅野一 浅野洋一 浅場智 足利公雄 芦原正紀 東俊介 安宅輝世  

安達誠 厚母陽一郎 穴井千雅 阿部英子 阿部辰也 阿部信義 阿部良昭 阿部由晴  

天久猛次 天久弘 天沼達也 天野直洋 天野正樹 天野裕二 天本守 新井英治  

新井誠治 荒川達 荒川剛 荒川博司 荒川裕治 荒木英治 荒木秀夫 荒木弘  

荒子光晴 荒忍 新谷重樹 有泉透 有田一矢 有本誠 安崎敦彦 安藤茂  

安藤進一 安藤勤 安藤豊治 安藤正樹 安藤元博 飯田融 飯田義明 飯塚孝夫  

飯野明 伊賀猛 五十嵐治 五十嵐勝一 五十嵐泰之 井川昌孝 井川幸人 壱岐洋治  

井草直人 生田武美 池添亮 池田明 池田惇 池田一義 池田舜一 池田千里  

池田卓也 池田達昭 池田博貴 池原一嘉 池邉左千夫 池森俊文 池森武宣 砂金伸  

石井和則 石井昭次 石井孝典 石居宜子 石井肇 石井秀明 石井浩幸 石川信二  

石川正記 石川雅彦 石川良一 石口一行 石隈松信 石榑晃 石黒聡 石黒幸朗  

石坂学 石﨑甚郎 石田淳 石田和成 石田敬真 石田博信 石田幸雄 石塚哲郎  

石塚雅一 石塚良文 石橋明 石橋勝司 石橋寛久 石橋道正 石原静子 石原輝捷  

石原幸周 石丸新 石丸圭子 石村英俊 石森祐子 泉徹 泉憲舟 泉本隆志  

磯谷正人 井田勝通 市川紀之 市川康次 一北四郎 一北保五郎 市毛和夫 市橋保司  

市原聖基 一法師俊朗 一法師はる美 井手一隆 井手口純 糸井悦夫 伊藤克臣 伊藤清春  

伊藤茂男 伊藤次男 伊藤利之 伊藤直司 伊藤弘好 伊東裕二 稲垣浩充 稲田時男  

稲富修 井上昭二 井上土史 井上辰馬 井上知佐子 井上尚武 井上英貴 井上有希江  

井上洋一 井原正巳 今井敏明 今川正浩 今里譲 今田邦彦 今津谷勉 今村一樹  
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今村宏太郎 今村憲英 井本雅之 入江勉 入佐英之 岩井和彦 岩井一也 岩川宗和  

岩佐克博 岩﨑研一 岩﨑崇 岩下潤 岩瀬清治 岩田武彦 岩忠尚 岩永堅之進  

岩橋英夫 岩丸定 岩見直美 岩本忠司 因友幸 上釜由久 上田大貴 上谷勉  

上田博巳 植田昌利 上田裕介 上地義昭 上地義徳 上野晃 植野勝次 上野健司  

上野峰司 上野哲 上野照夫 上野敏夫 植野真生 上野山信行 上原又郎 植松孝博  

上間政彦 植村金造 上村司 魚谷礼子 宇尾野浩 烏賀陽信央 氏家新司 牛久保勇  

牛久保敏之 牛島洋 牛田宏一 臼井郁夫 内田信一 内間直行 宇津慎一 内海敏幸  

宇野勝 海野一幸 海野透 梅田和男 梅田邦夫 梅田英幸 梅津和士 浦門幸男  

榮永德博 江口宏 江﨑徹 江崎信行 悦勝公豪 榎本孝 恵良敏治 遠田和夫  

遠藤一正 遠藤圭介 遠藤誠 遠藤雅己 及川協一 及川嘉 近江達 大井川恵一  

大石康 大石哲也 大石雅一 大出裕之 大内啓行 大浦恭敬 大金直樹 大川晃広  

大川直也 大河正明 大川洋次郎 大木正幸 大久保毅一 大久保邦彦 大久保浩 大久保政和  

大久保正充 大倉浩 大越典一 逢坂利夫 大崎勇 大島昌充 大城行平 大角宏二  

大隅壮行 太田英司 大高由男 大竹旭 太田恒治 太田真司 大田進 大谷浩介  

大谷浩志 大谷佳弘 太田正明 大塚一寛 大塚敏夫 大塚宏 大塚雅一 大辻明   

大辻保 大坪一光 大坪幹夫 大手英之 大西真司 大西貴 大沼敏美 大野聖吾  

多忠貴 大野博之 大橋勝彰 大畑政典 大歯敏光 大濱哲之 大平聡昭 大前四郎  

大南博義 大村明二 大村敏昭 大森貞夫 大森豪 大森崇由 大森正 大森美智男  

大矢翼 大山茂 大山照人 大山壮郎 大矢義男 大和田健 岡崎筆雄 岡里明美  

小笠原明 岡嶋俊樹 岡田明 岡田泉 尾形弘次郎 緒方司朗 緒方史郎 岡田節朗  

岡田武夫 緒方照巳 岡田秀美 緒方牧 岡田雅幸 緒方学 緒方実央 岡田むつみ  

岡俊彦 岡根章五 岡野宇広 岡野富司雄 岡野雅行 岡野幸彦 岡部拓人 岡部正伸  

小賀正條 岡村敬造 岡村良久 岡本光世 岡本正俊 岡本武行 岡本常司 岡本政彦  

小川憲一 小川伸太郎 小川高義 小川猛 小川時雄 小川勇二 沖田伊壽夫 沖田健次  

興津純男 沖野淳二 荻野高茂 荻野勝 沖原謙 沖本周洋 奥澤浩 奥島秀行  

奥田茂雅 奥田典之 奥野修造 奥野高明 奥村たき江 奥村幹夫 奥村祐輔 奥本賢   

奥本眞市 奥本正 小倉功 尾坂直樹 尾崎健治 尾﨑春樹 尾崎良一 小沢潔   

小澤恒雄 小澤哲 小澤義則 尾下俊治 忍田行廣 尾城稔 尾関孝昭 恐神邦秀  

遅塚武夫 小高達朗 落合宏昌 落合真理 越智新次 落部仁司 小野沢洋 小野俊二郎  

小野俊介 小野瀬明子 小野瀬一記 小野忠幸 小野寺隆彦 小野秀樹 小幡忠義 小花浩司  

小原一典 小原健二 小尾敏明 小山公喜 折井良夫 織田輝明 音田宝三 嘉数貞夫  

加賀屋昭雄 香川登 鍵野剛一 柿見喜久 加來雅雄 加古 眞 笠井才喜 風祭喜一  

風間斉 風間八宏 梶田哲久 梶野政志 鹿島恒男 梶村克己 柏悦郎 柏木義彦  

片岡道夫 片桐武夫 片桐幹雄 片山昇 勝栄二郎 勝沼春彦 勝部清 勝見烈   

勝山正比呂 桂木敦子 加藤晶宏 加藤明良 加藤栄治 加藤栄徳 加藤桂三 加藤幸三  

加藤貞行 加藤誠郎 加藤孝俊 加藤隆弘 加藤貴之 加藤浩 加藤誠 加藤眞久  

加藤満 加藤芳彦 加藤亮太 門田伸廣 香取毅 金井理 金澤孝治 金澤聡   

金澤安昭 金子和人 金子玄益 金子正 金子哲郎 金重幸三 金築弘 兼松春奈  

蒲澤淳一 釜瀬計 鎌田晃司 鎌田昌治 鎌田洋 鎌田満 鎌足光正 釜本美佐子  

上久保孝志 上條恒嗣 上條岳 上條仁志 神田全一 神谷敬一郎 上牧裕 神谷敦   

神谷貴子 神谷利郎 亀山博之 蒲原晶昭 榧木忠幸 唐紙学志 仮山豊 河合昭博  

河合一武 川合照道 川上泰子 川口房男 川口谷正 川崎秋仁 川崎和章 川﨑覚   

川崎浩祐 河﨑護 川島紀夫 川島弘章 川瀬明子 川瀬聡 川瀬正大 川名勝巳  

川野貴志 河野雅道 河原忠明 川邊健一 河村和徳 河村邦俊 河村禎人 川村平   

川村正美 河本弘 川本竜史 菅輝 寛田司 神庭力 木内敏之 木内宏   

木内宏 木岡正興 木川田博信 菊地一明 菊池勝美 菊地修一 菊池長一郎 菊池俊夫  

菊池尚文 菊地博 菊次勉 菊山克哉 岸悦男 岸上誠司 岸正一 岸慎一   

貴志典生 岸洋 木島隆一郎 北岡長生 北川敏之 北﨑明 北薗裕一 北寺秀彰  

北林剛 北原洋一 北原由 喜田秀夫 貴田浩朗 木田正広 北𦚰助三郎 木原利幸  

木村潔 木村健一 木村仁一 木村雅之 行德浩二 清原栄二 桐原正記 金城一弘  

金城進 金城武則 金城幸秀 久下恭功 具志堅朗 楠勝好 楠瀬功 楠見宏暢  

工藤和夫 工藤清見 工藤修一 工藤多加志 工藤高信 工藤賦昭 国井精一 国吉好弘  

國和智彦 久能幸二 久保一夫 久保勝彦 窪修一 久保田圭一 久保田水男 久保雅喜  

熊谷明夫 熊谷孝一 熊谷昌太郎 熊谷輝男 熊沢逸雄 公文正剛 倉田あや 藏田啓司  

倉田弘朗 倉田泰明 倉直樹 倉持守三郎 倉本正仁 蔵森紀昭 栗栖敏朗 栗田和彦  

栗原鏡成 栗原智博 栗原益男 栗原靖治 栗牧勝司 栗本裕也 栗山裕一 黒川幸一  

黒川裕行 黒木秀一 黒坂達也 黒瀬正城 黒田かをり 黒滝等 黒田剛 黒田周悟  
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黒水伸敏 黒見博 桑田憲幸 桑津昇太郎 桑波田新二 桑原勝義 桑原芳美 小池久   

小池正樹 小石一寛 小泉修 小泉邦夫 小泉孝宏 小泉親昴 小板博章 纐纈泰一  

郷右近繁 高坂茂 高祖和弘 高鷹雅也 幸田三広 神門三郎 光野治 河野正雄  

郡弘文 古賀和夫 古賀清美 古賀研二 古賀孝律 古賀英俊 小暮幸輝 小坂克博  

小島一雄 小嶋孝 越山彰 小竹健一 小竹伸幸 児玉健生 後藤一男 後藤賢治  

後藤三郎 五島祐治郎 後藤多津男 後藤敏紀 後藤光雄 後藤泰則 後藤義夫 小西茂   

小西隆三 小橋知佐子 小林明 小林いずみ 小林幸次 小林茂幸 小林慎太郎 小林正純  

小林徹也 小林利成 小林延明 小林秀彦 小林平秋 小林浩 小林裕之 小林正昭  

小林道徳 小林美由紀 小林良生 駒崎昌利 小松重貴 小松原博和 小松實 小松実   

小湊繁 小宮敏裕 小森貞夫 権田五仁 近藤一郎 近藤健 近藤正美 権名津朗  

紺野道雄 佐伯元彦 斉藤章 齊藤功 齋藤和夫 齋藤一也 齋藤亀市 斎藤栄   

齋藤重信 斉藤修司 齋藤純一 斎藤武俊 齋藤直広 齋藤登 齋藤憲夫 齋藤仁志  

斎藤誠 齋藤正規 齊藤勝 齋藤洋一 財満茂樹 佐伯仁史 佐伯美由紀 三枝志朗  

三枝敏洋 佐賀昭雄 坂井千明 酒井務 坂井学 坂岡五郎 坂岡與夫 榊原潔   

坂木嘉和 坂口正雄 坂田一郎 坂谷哲治 坂庭泉 坂根英夫 坂巻富子 坂本和己  

坂本紀典 坂元敬介 坂本昌二 坂本雅昭 坂元盛史 坂元康成 盛大衛 先本賢司  

崎山用育 佐久間一郎 櫻井忠二 櫻井友 櫻井浩之 櫻井幹三 櫻井嘉人 迫田英貴  

笹岡富美男 佐々木篤行 佐々木理 佐々木一樹 佐々木一純 佐々木一彦 佐々木賢治 佐々木孝逸  

佐々木純 佐々木淳一 佐々木善 佐々木健 佐々木敏一 佐々木仁志 佐々木守 佐々木義隆  

笹倉貢 佐竹博 佐藤修 佐藤一朗 佐藤清克 佐藤玖美 佐藤圭司 佐藤健   

佐藤健一 佐藤公一 佐藤浩二 佐藤茂 佐藤誠一郎 佐藤隆彦 佐藤孝博 佐藤勉   

佐藤利男 佐藤範昭 佐藤訓文 佐藤寿人 佐藤秀宣 佐藤洋 佐藤文昭 佐藤誠   

佐藤真秀 佐藤守人 佐藤也寸志 佐藤祐治 佐藤悠介 佐藤雄太 佐藤好文 佐野慈   

佐野新一 座間直成 座間味正人 鮫島孝一 鮫島俊裕 澤田晟 沢田淳子 澤田元   

澤野史朗 澤野雅人 澤村憲司 三箇峯夫 椎木博行 塩田貞祐 塩谷司 塩出健治  

塩野潔 塩谷武男 塩谷竜生 四家孝幸 宍道泰玄 設楽健治 紫藤實 品川信道  

篠田昭八郎 篠塚太郎 篠原憲正 柴崎弘美 柴崎健二 芝﨑尊滋 柴崎康之 柴田彰   

柴田功 柴泰一 柴田髙志 柴田忠人 柴田鐵四郎 柴田英徳 柴田充 柴田宗宏  

柴田恭伸 芝山徹 澁谷浩平 渋谷康充 嶋克己 島口智行 島田一彦 島田寿男  

島田信夫 島田裕正 嶋津宗晴 島袋啓順 嶋村清一 嶋靖博 嶋脇洋三 清水明   

清水邦吉 清水啓介 清水佐平 清水久通 清水博史 清水美香 清水栄嗣 示森昇   

下柿元鉄男 下田英利 下山寛之 城市徳之 東海林明雄 上保毅彦 城雄士 白井孝司  

白石一夫 白石稔 白石康史 白石行隆 白岩淳一 白川光治 白沢省吾 白土勉   

白旗敏克 白水重雄 城山昌人 志波芳則 新開英幸 新ケ江泰孝 新宮博 新庄道臣  

神藤一郎 新藤一晴 進藤鋼 新村忠志 神幸雄 末田哲明 末廣隆司 須貝憲明  

菅沼孝一 菅野隆一 菅原宏 菅谷昌広 菅原勇 菅原基信 菅原有紀 杉浦勝大  

杉浦重夫 杉澤幹生 杉野正幸 杉村武昭 杉本敬一 杉本聡 杉本実 杉山勝四郎  

杉山揚二 杉山良行 助川和夫 菅生新一 鈴木篤 鈴木勇 鈴木栄一 鈴木克則  

鈴木清文 鈴木恵朗 鈴木茂徳 鈴木茂 鈴木純一 鈴木俊悦 鈴木淳耕 鈴木正三  

鈴木伸一 鈴木武一 鈴木威 鈴木常夫 鈴木円 鈴木登之和 鈴木久樹 鈴木秀夫  

鈴木秀樹 鈴木寛 鈴木賢和 鈴木康雄 鈴木雄二 鈴木行廣 鈴木豊 鈴木善勝  

鈴木良韶 須永功 須永かつ子 住田達映 鷲見正人 住吉茂 住吉哲也 諏訪部豊  

清野謙二 清野正博 瀬尾友紀子 瀬川善博 関克巳 関口良之 関純 関強史   

関根俊江 関根弘文 関根雅男 関正樹 関正廣 関谷伸二 関谷敏雄 関谷信浩  

世古宗泉 瀬戸博邦 瀬戸脇正勝 瀬長盛光 膳亀信行 千田益生 曽我一作 曽根金清  

曽根田智 園田德治 染川隆二 平清孝 田内成人 田浦美鶴 高井幸郎 髙木俊男  

髙木信行 高木良明 髙倉亜維 髙崎昇 高瀬信幸 髙田一夫 高田和則 高田清   

高田賢二 高田創 高野利一郎 高橋明 高橋和彦 高橋活二 高橋勝行 高橋啓   

髙橋健志 高橋孝司 髙橋幸平 高橋繁 高橋節夫 髙橋孝志 高橋敏雄 髙橋秀人  

髙橋広明 高橋裕喜 高橋弘 高橋正紀 高橋道長 髙橋康子 髙橋靖 高橋雄次  

髙橋陽子 高橋龍介 高畑俊成 髙見彰久 田上郷太郎 高山啓義 高山幸雄 滝崎成樹  

滝本寛 抱山公彦 田草川淳 田口恵美子 武井光 竹内昭徳 竹内和雄 竹内進   

武内英郎 竹内弘高 武岡一郎 竹腰愼一 竹沢茂 竹下誠一 武田厚 竹田久次  

武田聡 武田正二郎 武田信平 竹田孝 武田尚之 武田充巨 武田光晴 竹中謙二  

竹中博文 竹林淳 竹原功 武部豊樹 武部陽介 竹本悌造 竹本浩 竹本文廣  

竹山勝自 田島静雄 田嶋眞一郎 田嶋善博 田尻智計 田尻裕 多田哲夫 多田利浩  

多田菜穂子 多々良和之 舘野宏之 立田博 立石誠 伊達伸也 立田一雄 伊達倫央  
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田中章博 田中郁夫 田中悦博 田中和久 田中克紀 田中寿一 田中淳一 田中眞司  

田中正芳 田中利幸 田中亨 田中友治 田中長光 田中秀雄 田中秀敏 田中秀幸  

田中裕 田中浩 田中裕之 田中雅人 田中雅彦 田中芳彦 田中龍太郎 田辺芳生  

谷川秀樹 谷川誠 谷口弘 谷口正昭 谷口光男 谷口善生 谷邦男 谷﨑滿則  

谷本和之 田野入清明 田畑博章 田畑宏一 田平敬志 田渕径二 田渕径二 玉井朗   

玉榮繁邦 玉腰公治 玉生謙介 民秋実 民谷悟郎 田村光男 田村貢 田谷正雄  

樽本直紀 丹治雅博 力石隆治 千野徹 千葉恵美 千葉信夫 千葉久人 千葉洋一  

中條美基子 曺明 塚野真樹 塚本秋雄 塚本定生 柘植清貴 柘植満博 辻󠄀淺夫   

辻口等 辻賢治 辻下栄 辻下義雄 津田隆雄 津田千明 蔦林洋司 津田正克  

津田睦夫 津田義久 都築一隆 堤恒範 綱島四郎 常岡大展 恒川正雄 椿本肇   

津波古昌勝 坪井章憲 坪内利夫 坪坂昭広 津本恵史 津留和俊 出口明 出口忠一  

手嶋秀人 手塚千俊 手塚弘利 手塚操 寺井清 寺﨑直樹 寺﨑伸義 寺嶋昭夫  

寺田孝一 寺田志郎 寺地一美 寺本敏彦 照井博康 照沼祐治 天野広一 天満屋庄三  

樋川利雄 土居原高則 土井正路 東島雅之 堂本昌稔 遠山茂 遠山昌典 冨樫正義  

戸川正人 時田秀男 徳田明義 徳田仁 徳田康 徳永寿一 徳永達也 徳元健也  

床爪克至 殿村育生 殿村哲夫 飛田喜久 土肥野隆作 富岡孝三 富岡義志雄 冨川芳人  

富澤博 冨田定伸 冨田冬生 冨永弘二 冨永重巳 富永賢 富野重樹 友清創   

友松修 鳥家浩司 外山純 豊島𠮷博 豊田栄二 豊浜郁夫 豊原守 鳥居昭   

鳥越良雄 永井厚生 中居一弘 永井啓介 中井恒 長井秀樹 永井宏 長井博   

長江勝郎 中江哲史 中尾幸太郎 長尾秀彦 長尾文博 中川潔 中川秀峰 中川真   

中川政春 中川義治 中越敏彰 永棹稔 長坂明彦 中澤孝夫 中澤雄一 中路修   

中島勲 中嶋徹雄 中島肇 中島秀彰 長島寛人 中島弘之 中島正充 中島盛夫  

中島勇一郎 中島勇三 永住淳一 長瀬良理 中田和裕 長田和幸 中田浩二 中田伸也  

中田武 中田忠夫 中谷篤 中谷求 中田佳成 永都久典 中西順也 中西聡太  

中西哲生 長沼毅 長根喜一 中野宏一 中野尊志 中野卓 中野真宏 中野雄二  

永廣正邦 長水壽寛 中道静晴 長峰俊之 中宮章 中村昇 中村功 中村邦弘  

中村圭一 中村圭一 中村哲郎 中村博師 中村正人 中村雅敏 中村保志 中村幸雄  

中村義昭 中村義輝 中村義治 中村嘉宏 中本崇 中屋敷眞 中山勝則 中山勝廣  

中山国和 中山新吾 永山清勝 中山洋 中山正吉 中山善将 長與譲治 中和昌成  

名切正彦 南雲康司 梨田和也 那須丞 夏井重利 夏井浩 夏野慎介 滑川敏明  

名本繁樹 奈良知彦 成田雅明 成冨智子 成瀬進也 難波綾子 難波邦雄 新名治男  

新居秀彦 濁川充 西岡英潔 西岡幸雄 西尾英朗 西川稔司 西島健史 西旬一   

西諏訪一義 西田裕之 西田力生 西塚祐一 西出勲 仁科公仁 仁科渡 西野哲之  

西野義美 西原賢 西村昭治 西村勉 西本勝太郎 西本昌史 西盛男 日光智   

新田宗行 二瓶省三 二瓶信幸 布目寛幸 沼田三郎 根岸隆雄 根塚新太郎 根本清史  

根本晃男 根本昌範 能野知学 野口哲夫 野地秀明 能勢喜美子 能瀬さやか 野田秋夫  

野田一郎 野竹早智子 野田忠義 野田初美 野田弘之 野中通 曻 浩幸 野間薫   

野村公寿 野村訓弘 野村淳一 野村久幸 野村雅之 野寄順三 乘本敏宏 灰垣義春  

拝藤均 羽賀経一 橋上伸介 橋本章 橋本貞樹 橋本大助 橋本隆昌 橋本忠広  

柱谷哲二 長谷川明人 長谷川進 長谷川二三 長谷川望 長谷川一 長谷川均 長谷川仁  

長谷川正朋 羽立雅樹 畑中直人 畑中隆一 初手安幸 服部康雄 鳩山良之 花井正彦  

鼻岡房夫 花房亮太 花谷長任 塙臣一 羽生英之 馬場規 馬場俊則 馬場秀典  

羽場由紀子 馬場善久 濵田豊隆 浜中利夫 浜本敏勝 早川巖 早川祐司 林昭雄   

林茂 林錠 林昭融 林尚美 林幹二 速水仁 原秋彦 原憲一   

原田明 原竹博 原田幸清 原田隆好 原田房子 原田幹夫 原田洋安 原哲夫   

原信夫 原勝男 原雄二 針谷章 播磨義博 春山芳夫 伴潔俊 半田篤   

半田悦子 半田慶子 東博之 東平二 比嘉保 樋口彰 樋口士郎 樋口高生  

樋口秀幸 樋口陽一 久野慎吾 菱田宏 菱沼健一 日髙正八郎 日髙一 日野恵司  

日野聡 桧野真奈美 日比野克彦 樋元壮介 檜山秋彦 兵頭圭介 兵頭龍哉 平井浩司  

平岡和徳 平岡仁通 平岡道郎 平坂密重 平塚釟郎 平鍋公二 平野英治 平野直樹  

平野宣行 平野正義 平野靖芳 平間亮 平山隆造 晝間久美 廣江正 廣瀬惟紘  

廣田量久 広橋正司 廣原啓二 広部雅之 深沢一智 深澤光賢 深田徹 深田博美  

深津三郎 深松隆 深水敏夫 深谷茂 福井真司 福井民雄 福岡重雄 福岡淳二郎  

福川元多賀 福島省三 福島隆志 福島英倫 福島義広 福田和久 福田誠 福田守高  

福田安宏 福地司 福地信昭 福冨孝芳 福富和平治 福永廣幸 福永泰 福林徹   

福間政博 福本章 福本進治 總山哲 藤井正訓 藤井哲志 藤井博之 藤井義雄  

藤崎憲一 藤崎信也 藤崎穣 藤澤隆志 藤田一豊 藤田克己 藤田重隆 藤田武志  
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藤田利明 藤田俊哉 藤田元 藤田春雄 藤田雅彦 藤田雅文 藤縄信夫 藤野新五  

藤村敬一 藤村孝幸 藤本康徳 藤本吉範 藤山和夫 藤原明夫 藤原和彦 藤原浩之  

藤原康憲 布施直信 二神薫明 二見元 渕田邦彦 舩﨑久壽 船田清 麓信義   

古川守 古木照雄 古田篤良 古野孝志 古畑敏幸 古元準一郎 古矢武士 文弘宣   

傍士和好 傍士銑太 法師人美佳 北條種一 星直樹 星野利光 星野陸夫 細川健一郎  

細野知秀 細見正美 堀内久勝 堀江孝司 堀江豪人 堀江博生 堀川栄一 堀口武二  

堀澤清 堀田朋基 堀出亀與嗣 堀祐介 本郷栄一 本沢康光 本城彰 本田慶信  

本間弘一 本間孝 前川武 前澤弘一 真栄城勉 前田一朗 前田康一 前田晋吾  

前田敏明 前田秀巳 前田光洋 前野和美 前原学 牧田博之 桝岡芳彦 桝源治   

益子和久 益子秀久 増山久美子 増田研一 増田利一 増山達哉 間瀬元 又吉正徳  

町田文男 町田正勝 町並美保 松井庄次 松井隆典 松井方伸 松浦隆志 松浦博實  

松浦廣行 松浦嘉昭 松岡純弘 松尾久美子 松川英世 松坂浩一 松﨑英巳 松崎博美  

松﨑正孝 松澤淳子 松沢隆司 松下一志 松下太 松瀬大高 松田昭廣 松髙敏   

松田隆 松田司 松田照行 松田正己 松土高宏 松戸敏雄 松中浩 松永正利  

松野正紀 松原秀史 松原裕 松村栄寿 松村敏信 松村吉洋 松本篤 松本栄一  

松本一雄 松本健一 松本好市 松本幸造 松本悟 松本茂 松本純 松本高徳  

松本利雄 松本昇 松本昇 松本匡央 松本守人 松本暢佑 松本吉英 松茂良ジアス エンヒッキ 

松山博志 真鍋秀樹 間野義之 丸山朗 丸山剛生 丸山英男 丸山正樹 丸山有一  

万足晴邦 三浦清司 三浦憲一 三浦直 三浦陽一 三阪公郎 三沢好章 三島健義  

水内猛 水上哲彦 水沢利栄 水下数秀 水田肇夫 水谷俊郎 水谷尚人 水野和夫  

水野泰三 三栖啓功 溝口薫 溝口力 三谷昭夫 三井耕 三屋裕子 光吉英宣  

峰岡洋平 皆尾洋二 南園芳雄 源隆広 峯田武興 嶺野俊将 蓑田征一 美濃村洋一  

三原純 美馬精一 三森敏司 宮川俊平 宮川進 宮川直也 宮川淑人 宮城清   

宮岸馨 宮城淳也 宮城学 三宅忠義 三宅義之 宮﨑章史 宮崎純一 宮﨑剛雄  

宮崎義正 宮崎真理 宮﨑幹夫 宮﨑美由紀 宮﨑雄二 宮下研作 宮下昌三 宮下宗盛  

宮下幸吉 宮島伸好 宮地陽子 宮代朋一 宮田智晴 宮田典男 宮近誠 宮本正紀  

三好健寿 三好豊 御代田晴雄 美和利幸 向井剛 宗石義弘 宗政潤一郎 村井純   

村井大輔 村井尚志 村岡明正 村上一男 村上武久 村上恒男 村上哲哉 村上秀人  

村上英之 村上文丈 村木初年 村木義秋 村越廣 村瀬勇 村瀬靖夫 村田肇   

村田文夫 村松豊次 室井和比古 茂木一夫 望月実 望月理恵 茂木哲也 本谷勝通  

本林徹 本山和平 森亮 森井申一 森一郎 森栄次 森岡久美子 森健一   

森岡勉 森川智司 森川正次 森川毅 森啓之輔 森幸子 森下豊 森進一   

森健良 森達正 森龍哉 森田洋正 森田義人 森塚佳明 森藤輝夫 森正明   

森本哲郎 森本裕康 森恭 森山章雄 森山貴雄 森良一 師田二郎 門田吉郎  

矢内利行 八神英典 八木重光 八木実 谷口收正 矢後和夫 矢間雅司 矢澤努   

矢島哲 八島隆志 矢島正雄 矢島裕樹 安井孝志 安井英世 安江克文 安江信輔  

安枝良二 安川康男 安田隆 安村道照 矢竹武則 谷地田昌史 谷津義男 谷中次夫  

柳川佳久 柳原英児 柳原基 矢野克己 矢野直人 屋比久正 藪下和彦 屋冨祖繁幸  

山内一乗 山浦康男 山岡邦雄 山縣恒夫 山賀寛 山岸健人 八巻哲男 山際将史  

山口香 山口修作 山口次男 山口浩 山口光夫 山口森久 山口要三 山口義勝  

山﨑市兵衛 山﨑憲一 山崎貞明 山崎範男 山崎守 山下明寛 山下勝己 山下勝也  

山下憲一 山下哲 山下隆生 山下正人 山下正義 山城利公 山城宏幸 山田兼春  

山田耕介 山田勢二 山田正 山田昇 山田弘 山田浩 山田学 山田充   

山田義弘 山根幹夫 山根由雄 山野井暉 山野喜弘 山村正人 山本昭 山本悦郎  

山本佳司 山本孝明 山本伸吾 山本武道 山本親 山本輝雄 山本照弘 山本敏彦  

山本俊人 山本智久 山本実 山本康彦 山本幸夫 山谷拓志 山脇栄 湯浅新太郎  

結城勝彦 油形彰 湯澤茂 檮原渉 湯田友美 横内冏 余湖勝利 横川政太郎  

横沢正志 横田英一 横田俊明 横田智雄 横田智雄 横田成行 横田紀子 横見真一  

横森潔 横山惠一 横山貞夫 横山重明 横山文人 横山政明 吉井順司 吉岡一也  

吉岡茂 吉岡正博 吉川清統 吉川正也 吉川元章 吉嵜潔 𠮷實雄二 吉田勇   

吉田和正 吉田勝彦 吉田健吾 吉田孝太郎 吉田茂之 吉田司 吉田隆一 吉留京花  

吉野静雄 吉野次郎 吉野忠則 吉見章 吉村大作 𠮷村大祐 吉村望 吉村雅文  

吉村実 𠮷本剛 米澤康寧 萬純二郎 若尾敏之 若山待久 脇家信彦 和久井修  

涌井康雄 和崎浩修 鷲尾治康 鷲津裕美 早稲田一男 渡邉建一 渡邊孝一 渡邉聡   

渡邉滋 渡辺正一 渡部四郎 渡辺孝 渡辺剛志 渡辺辰也 渡邉玉彦 渡辺勉   

渡辺哲也 渡邊透 渡辺憲雄 渡辺英直 渡辺正範 渡邉靖英 渡邉善明 渡邊義成  

渡邉亘 綿野直樹 渡辺輝久 和田英昭 和田真紀 亘寛之     
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50 周年表彰 
 

井染道夫 岩野次郎 市田左右一 大橋準 北村春吉 工藤孝一 佐々木等 鈴木重義  

田辺五兵衛 竹内虎士 中島道雄 新田純興 野村正二郎 福島玄一 前田純一 宮本能冬 

守屋英文 栗林薫 工藤光雄 斎藤斉 高師康 原崎正 林良一 藤沢信一 

本田迪康 山中敏夫 岡大門 大泉重一 佐藤秀臣 佐藤幸平 佐藤良助 清水浩三 

石井正隆 藤井真治 島津資忠 市橋七雄 千野正人 堺井秀雄 杉村正三郎 中川章 

森健一 成相善十 天野美亀雄 斎実 菅章 篠永信忠 向井敏夫 大谷義隆 

梶山彦三郎 寺西忠成 江渡達男 川崎富康 土屋仰順 梅津松夫 藤沢清志 室岡啓一 

内山真 菊池甚作 渋谷理之 及川四郎 山口孝次郎 平子忠 市毛雅男 中村正雄 

宮崎徳太郎 北山寛 越野高延 鈴木重毅 飯島徳治 遠藤仁之輔 田中徳己 浜名一雄 

中村由蔵 松沢藤一郎 宮崎一弥 岩津俊衛 鈴木貞一 田中彰 清水隆三 長坂勝一 

松浦利夫 岩淵二郎 片岡次夫 佐藤実 高嶋保男 川手良万 野口二郎 原一造 

玉井裕吉 遠藤忠義 永森清太郎 木下温夫 山野清俊 杉江悟一 槇原徳治 山口森三 

横山鉄男 近藤松右衛門 鈴木達次郎 三浦豊 小安昭三 前田常夫 清水定一 島津一郎 

祝司郎 長井利喜雄 盛原盛三 青木義隆 赤川公一 加藤正信 大前靖 福岡富雄 

和田竜一 小玉耕平 田辺剛造 松本一 嶋薫 野島福太郎 水野宗之 妹尾勝 

溝淵隆光 滝典通 西真田英昭 安田芳明 浜田良文 北岡竜水 福川万次 上野俊幸 

児玉来三 岩永富士男 古川箴十郎 緒方健司 徳永庄作 田尻一雄 喜多誠恵 青柳真平 
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島田秀夫 クリス・マクドナルド 平井富三郎 藤田静夫 赤尾協美 市橋七雄 伊藤孝夫 井上國三 

井上隆夫 大川忠行 太田哲男 梶山彦三郎 梶原由紀夫 加藤久 加藤三郎 川口玲雄 

喜多清 北村春吉 國井克夫 工藤大太郎 倉持守三郎 桑田孝 三枝志朗 盛大衛 

篠田昭八郎 下村幸男 助川和夫 関根智治 高砂嘉之 高橋英辰 高山英華 多和健雄 

辻十一郎 津田弘 津田義久 永地良正 中村昇 永嶋正俊 西真田英昭 西村章一 

二宮洋一 芳賀研二 畑山明 橋本忠広 平木隆三 星野陸夫 堀切治雄 松木正忠 

松原郁夫 松丸貞一 松本暁司 村形繁明 森健一 森貞男 横内冏 山野清俊 

東克彦 井谷義昭 岩永富士男 内山眞 江渡達男 遠藤雄 遠藤忠義 緒方健司 

尾田利一 加藤真久 川上昭夫 川崎富康 川島孝 木下修二郎 栗本義雄 後藤亘宏 

小林正一 坂田道孝 瀬川幸一 高江洲義夫 竹内之保 仲本武司 野地康雄 信吉泰宏 

広江正 藤井正訓 藤沢清志 吉牟田正 為郷恒淳 岡野良定 河村郷四 末本公彦 

鈴木康治郎 永易均 林文二 細川泰嗣 松本朝次郎 丸正巳 山岡浩二郎 井上健 

川淵三郎 木之本興三 重松良典 森健兒 石井義信 岡野俊一郎 加茂周 川本泰三 

竹腰重丸 長沼健 二宮寛 ハンス・オフト パウロ・ロベルト・ファルカン 森孝慈 横山謙三 

渡辺正 鈴木保 鈴木良平 荒井公三 井原正巳 小城得達 落合弘 片山洋 

金田喜稔 鎌田光夫 釜本邦茂 川上信夫 木村和司 杉山隆一 田口光久 都並敏史 

永井良和 西村昭宏 柱谷哲二 原博実 藤島信雄 堀池巧 前田秀樹 三浦知良 

宮本輝紀 宮本征勝 八重樫茂生 山口芳忠 吉村大志郎 木岡二葉 高倉麻子 長峯かおり 

野田朱美 半田悦子 浅見俊雄 佐藤弘 佐野敏一 高田静夫 福島玄一 丸山義行 

安田一男 右近徳太郎 種田孝一 小野卓爾 加茂正五 加茂健 金容植 工藤孝一 

笹野積次 佐野理平 鈴木重義 高島保男 高橋豊二 竹内悌三 立原元夫 西邑昌一 

不和整 江忠男 松永行 岩淵功 内野正雄 大村和市郎 小澤通宏 北口晃 

木下勇 小林忠生 佐藤弘明 高林隆 高森泰男 鴇田正憲 古川好男 三村恪一 

上久雄 鈴木良三 継谷昌三 富沢清司 保坂司 桑原楽之 浜崎昌弘 松本育夫 

湯口栄蔵 ヴォルフ・リーベリイヒ ガリー・リネカー サー・ボビー・チャールトン ジーコ デットマール・クラマー 

フランツ・ベッケンバウアー ペレ レスリー・テイラー 
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功労者表彰等 
 

藤沢信一 藤大太郎 篠永信忠 兼子松太郎 鎌田恒久 浜名一雄 飯島徳治 鈴木貞一 

白井与三郎 本間隆次 八木茂 栗田順作 猪木弘二 樋口勝哉 土屋二郎 大竹正 

中村安蔵 日置象一郎 二宮運次 前田正男 福岡富雄 石見亭一 河上長生 小畑実 

天野美亀雄 向井敏夫 土甲二郎 宮内守三郎 宮田昭 平木理平 福井半治 桑原三郎 

津田弘 山之内繁夫 池田太郎 中川章 金光務 石井西二 石原房雄 斎藤斉 

篠田昭八郎 山口森三 浮田繁 山中敏夫 畑正蔵 寺岡二郎 田中潤次 平林圭介 

南昭三 本田迪康 田口誠一 義高久雄 宮原孝雄 小林勝意 吉森松雄 大西正翁 

浜田良文 七尾猛雄 原崎正 定免二三彦 小幡谷政吉 斎藤幸男 中田知貞 小林芳夫 

匂坂明正 小野重夫 武井久夫 白木和幸 福本弥 小西宗晴 佐藤秀臣 北沢学雄 

一瀬金造 高野法慶 有沢一男 喜多清 大村定男 南田由太郎 中野重美 藤田正明 

小磯治芳 溝淵隆光 白石晴棋 大川邦昭 佐藤長兵衛 岩崎鋭一郎 藤野源次 山本定久 

吉村喜代治 河村郷四 滝典通 木田文章 安田芳明 岡大門 鈴木節夫 細矢藤悦 

飯沢治 見当邦雄 新藤二郎 飯野武 岩崎茂 日根野 川本泰三 小貫章 

喜多誠意 森嘉平 渋谷理之 羽柴幸子 中沢厚 長池実 桐田晴喜 猿渡達 

金子勝商 鈴木和夫 荒木務 深田譲次 高橋基治 高島保男 苫米地康文 鈴木石根 

久下栄 宮崎正雄 堀泰夫 谷沢桂三 吉田義信 佐々木英吉 平子忠 松木正忠 

富士原敏雄 末松充生 山崎辰夫 渡部昇 神田瑞穂 稲熊康雄 鈴木重毅 寺田和男 

河合陽徳 小林一男 植田永二 山本二郎 木村義喜 阿部修 竹内京一 吉田武則 

成相善十 上田光一 宮本明 近森幹雄 徳田有基 吉沢茂弘 浅見一也 原一造 

柳沢常善 松本博之 藤川義人 濱崎都雄 浅野俊雄 小玉耕平 高村敏文 井上國三 

小林兼年 畠田英明 石井裕雄 斎實 高橋昭 中原裕 小倉俊一 苫米地正義 

宗方司 藤浪武三 和田吉弥 白井栄一郎 市橋七雄 池田璋哉 飯田文雄 柴田清 

岡野寧夫 高橋秀男 佐藤隆 池田裕一 山口鐵夫 村井長太郎 高下玲造 丸山嘉久 

岩渕成一 田中徳巳 塚原平四郎 樋口嘉男 大川忠行 二宮信也 増田明 竹田弘毅 

内山真 池田久 松浦利夫 水上利夫 藤本瑞章 伊藤泰昭 松本一 西真田英昭 

安藝博 中村章 宮村剛史 工藤光雄 早見三郎 吉江経雄 多田紀夫 岩崎武夫 

澁谷茂樹 安井清志 勝木育夫 久藤豊治 白尾龍之助 樋口保男 又賀喜義 福永孝之 

平野桂樹 七蔵司真一 川畑嘉也 東克彦 江渡達男 川崎富康 藤沢清志 川島孝 

内山眞 遠藤雄 仲本武司 藤郷稔 後藤亘宏 畑山明 斉藤一政 保坂司 

岩田利明 岡保和 深澤孟雄 星野睦夫 吉崎亮 遠藤忠義 小林正一 大石益光 

加藤真久 外山弘之 赤尾協美 木下修二郎 松居正治 中田貞三 瀬川幸一 小田利一 

栗本義雄 廣江正 川上昭夫 竹内之保 井谷義昭 田中純二 信吉泰宏 藤井正訓 

吉牟田正 坂田道孝 岩永富士男 緒方健司 野地康雄 高江州義夫 樫原泰明 吉田帰一 

新保正博 多田憲市 山崎信哉 宮本恒二 広木謙 市毛雅男 矢口栄宏 関欽一 

三澤好章 池田昴二 堤良知 禰津忠春 浦屋淳 岡田己宜 岡田勝 上野俊幸 

伊福直人 上田茂 近藤司 野崎恭夫 山崎七郎 本田俊教 浅野周二 素谷富雄 

平林正光 杉村正三郎 石沢良一 志村巌 高岡勇造 萩原要 江尻耕導 伊藤富雄 

小花公生 竹山勝自 望月保次 横田正毅 渡邊兵一 大渕正雄 子安昭三 中山士郎 

阪口光治 川口正雄 大谷久満 壹添忠男 川端茂夫 福川萬次 佐藤誠 藤本幹次 

齋藤雄一 関口忠夫 見口忠男 金子利栄 御代典生 鈴木勇作 長坂幸夫 田中佳孝 

岩脇亮二 能崎克巳 野崎一美 高橋定一 瀬戸進 河本春男 宮城浩 長沼博 

酒井敬止 徳永庄作 重水修 大音与志雄 小阪清吉 山村賞 大谷勝男 泉谷久義 

渡邉實 山北泰 落合明弘 石川要三 小倉基 松浦健二 高野一彦 向山正臣 

堀井文大 古川智久 村戸靖彦 杉山正躬 平野孝雄 田代昇司 松井恒二 深津敏夫 

大倉文雄 秋田早苗 西川順之助 中井洋 滝本義三郎 長野哲久 大滝雅良 川口友平 

鈴木明 納谷義朗 中島巌 本多偉祐 高橋嘉久 磯崎和典 岡村敬 西林恵三 

津川昌治 小林久幸 林正邦 守屋昭雄 河面道三 前川晴雄 光永猛 井手上旭 

山下明寛 山本克巳 中村安昭 宮嶋昭二 岩切哲治 前原信明 吉岡昇 菅野哲雄 

星野務 山田昇 高久勝美 公文幾夫 松本好市 和田勝 田草川光男 原田哲人 

高尾勝浩 三上靖弘 今大路茂 朝堀保彦 五島雄治郎 中村寿男 前野正 倉岡誠親 

野中幹夫 植木勝 松尾武彦 一木清登 尾上幸生 川原孝一 池田稔 小牧勇蔵 

綿谷弘一 高野禎一 寺地作 山崎忠保 田嶋三郎 柴崎弘美 新井祥夫 貴志浩三 

越野高延 櫻井和男 宮川博 久保由貴人 長田征也 渡辺三郎 千国靖 真島一男 

吉崎克史 松田幸彦 三浦賢一郎 嶋谷征四郎 山内隆博 佐伯博司 折野喜三郎 伊藤博 

石川幸 戸田匡治 北村忠則 塩塚對 三樹光男 菊地博 時田一雄 亀井文蔵 

平澤四郎 鍋島和夫 長野靖 田中彰 加藤雅雄 佐藤時昭 井上繁男 荒田忠典 

児玉二郎 鎌田光夫 小谷良太朗 猪飼和雄 大橋二三夫 衣川和宏 大八木孝 山形完 

皆木吉泰 坪内孝満 松本日出樹 大橋謙三 石橋智之 門田隆夫 宮田寶吉 清水孝 
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篠永武 中尾正博 栗屋昌俊 日向寺隆幸 石田義雄 田畠重也 南館伸和 土井一男 

荻原幸美 川井敏行 安部重雄 渡部賢治 鶴巻和男 清水伸 相川曹司 鈴木勝芳 

井波一宏 両角秀夫 斎藤文夫 関根智治 番場定孝 甘利明 大川健 野島滋郎 

桒原公 橋本忠廣 福本利幸 鈴木丈夫 藤田三義 畠山孝吉 塩川正十郎 西浦孝彦 

岡部寿美夫 大嶽憲正 高岡哲夫 久米浩 岩崎奎介 金子逸朗 斉藤実美 川崎公村 

河野肇一郎 中井洋幸 山田敏彰 松元剛 工藤謙三 山本和男 吉原茂 黒坂哲也 

羽立隆 佐藤栄治 山野井暉 富田聡 中山洋 広羽良一 鈴木嘉三 遠山善助 

伊藤嘉治 横山孝 神谷恒吾 水野隆 遠藤優 佃幹夫 宍道泰玄 小谷典弘 

小川峰夫 山木徹 仲田清栄 赤石武城 阿部正志 原英之 宮野宏一 小野宏 

庄子晋 石黒俊郎 菅原継昭 内山真次 十二村二郎 山口武平 打越國道 松本暁司 

仲西駿策 鈴木中 馬場潤一郎 十二重樹 宮崎誠示 木下和吉 松尾喬 土佐三夫 

橋本博 臼田彬作 福嶋重博 田邊剛造 加藤博 永井宕 大野吉彦 下大迫三徳 

奥江章 田中國義 与那覇実 赤嶺清仁 佐々木誠 三浦光夫 藤田春雄 小澤繁 

蜷川信雄 福島幸雄 佐内正治 神代祥男 杉原秀晴 加藤健次 権名津朗 荒木時彌 

永井隆一 小磯一夫 當間文貴 柴田勗 古澤雅興 工藤昌男 遠藤健治 小野寺吾老 

多田律朗 池内嵩 布浦宏 三戸一嘉 横森一成 横森巧 金子良次 山下英勝 

石井修 加藤東洋 大橋正昭 小出忠孝 鈴木薫 大久保清 佐野勝次 中島修 

大道良夫 北村重夫 山根幹夫 成田十次郎 中村眞治 矢野嘉三 櫻田悟 大塚兼彦 

丸山宗生 渡辺真一 前田讓 小川新市 奥保宏 蔵重利直 池田達彦 寺澤太郎 

伊藤孝夫 吉野利明 倉持守三郎 浦田教順 安本文彦 赤川行男 浅島靖夫 村井將一 

沖野隼夫 上村政勝 高橋弘一 佐井憲男 月足正尚 田上聰男 小林武夫 川口房男 

岡田富士朗 佐々木進 高橋正雄 橋本和夫 坂場節 森山眞弓 國井克夫 武田弘之 

藤島秀義 真田利美 岩下清水 北実 前田康博 山岸猛夫 志治達雄 吉森茂雄 

皆木滋男 設樂健治 中村昇 国見志郎 篠﨑俊一 山口尊將 中村博司 園田俊郎 

舩山景正 竹村俊二 佐々木正男 長堀朝也 名古屋逸 上野佳昭 千葉滋胤 堀田正之 

高畑俊成 森本裕康 市川忠男 松木栄一郎 田中偉晃 山口森久 室紀 伊藤實 

岩成潔 藤野健一 上條隆義 石塚東洋雄 相馬正栄 山本光男 嶋誠 小幡忠義 

桂木公平 奥山孝雄 渡邉修一 大木重雄 萬實清一郎 大谷亮一 青山秀樹 篠崎正 

森啓之輔 五十嵐茂夫 山﨑孝雄 三條孝夫 坂井正樹 小久保孝 嶋津宗晴 村井滋一 

長岡康規 西村康稔 藤原啓 水田肇夫 福島袈裟雄 生野睦夫 日浦二三男 松澤隆司 

平田吉徳 伊江朝睦 高橋章 大理淳一 中臺由紀夫 丹羽洋介 松本克幸 西村武博 

佐々木啓補 桑名聰 水谷晃三 平越孝哉 佐藤正蔵 野村尊敬 藤井克彦 白石省三 

樹下哲明 石丸修太郎 佐々木博光 金澤政男 白幡洋一 小川武夫 塩野孝男 油谷俊次 

櫻岡祐一 吉江澈也 牛久保勇 相川宗一 福田孜 山浦尚 貫江和夫 灰谷久登 

桑原勝義 山田隆雄 前田耕一 永井彰 鬼武健二 野田忠義 播磨義博 二神薫明 

小埜山博夫 濱田征男 今村統嘉 遠山和美 上野住江 横川敏孝 山崎亨 長嶺一夫 

小林敏洋 青木伸之 松原郁夫 坂岡五郎 井薫 高見豊 辻淺夫 馬越敏行 

藤家澄夫 十文字敏雄 工藤清勝 牧静雄 松田博之 倉田寛之 大野辰巳 宇野勝 

金井兼 小藤幸男 高井幸郎 山野喜弘 柳原英児 三桝博恵 熊野實 小野純一 

山下憲一 阿戸孝夫 藤田明 竹﨑謙 造酒星市 森山𥙿 平川欽哉 石﨑忠利 

室井和比古 岩原克彦 米沢寛 淺野滿夫 岡中純男 加藤學 加藤章 中山重臣 

河野等 高田重利 大髙承治 菅原英俊 熊谷明夫 加藤江梨子 川越進 佐藤攻 

菅原靖 吉川吉次 神保義弘 星野隆之 青木克己 上野二三一 杉山揚二 高山清 

本木幹雄 宮島雅展 藤本征男 光野治 須河元信 武田孝志 田村友一 長谷川均 

水上裕康 並川宏英 源八郎 荒川剛 髙田稔 鈴木登 松田保 奥村弘 

稲垣嗣夫 奥野信亮 小城得達 白井孝司 田中保昭 天久弘 高橋徹 逢坂利夫 

福冨和平治 石井幸孝 野田直亮 野見山俊二 籾井徹 山邉利太郎 中村勇 小嶺忠敏 

首藤隆憲 日髙勇二 出口明 齋藤豊 松本敏 滑川敏明 金澤耿 田畑博章 

熊谷輝男 佐藤公一 小関孝徳 西川善久 城啓二 北元喜洋 西尾眞友 末次祥孝 

小田川正二 和田英作 田川憲生 松山孝 鈴木重男 髙島利実 吉田雅昭 溝口昇 

福川元多賀 山本益生 小池征 三浦誠次 倉田泰明 鈴木芳文 埴原喜久男 内田直人 

岡野光喜 赤須陽太郎 高橋正 田中賢二 中桐俊男 長野昭三 片山晴之 藤口光紀 

猫島栄治 橋田起治 野地照樹 門田伸廣 浪瀬隆一 木村正博 佐久間博 大宅輝行 

小川勇二 池田進一 橋田和実 新玉信夫 櫻田公一 戸田光義 昇達男 中村良三 

 

 


