
各種受章者（大阪陸協関係者）
○功労章受章者(日本陸上競技界に功労があった者)

武田千代三郎(昭６) 木下 東作(昭６) 春日  弘(昭６) 人見 絹枝(昭６) 南部 忠平(昭７)

東口 真平(昭 23) 谷 三三五(昭 23) 大島 鎌吉(昭 23) 乾  正人(昭 30) 佐藤 信一(昭 41)

古山 一郎(昭 46) 木南 道孝(昭 58) 長野 元泰(平 11) 薬師寺茂夫(平 28)

○○勲功章受章者(日本陸上競技界に勲功があった者)

寺沢  徹(昭 37) 沢木 啓祐(昭 40) 中山 竹通(昭 60) 深尾 真美(昭 60) 井上  悟(平４)

浅利 純子(平５) 朝原 宣治(平９) 大崎 悟史(平 19)

○勲功章受章者 日本陸上競技界に勲功があった競技者およびその指導者

①オリンピックおよび世界陸上競技選手権大会入賞者

②アジア競技大会、ユニバーシアードおよび世界 U20 陸上競技選手権大会の金メダリスト

朝原 宣治(平 23) 江里口匡史(平 23) 木﨑 良子(平 25) 林 清司(平 25:木﨑良子の指導者)

多田 修平(平 29･30) 林 直也(平 29･30:多田修平の指導者)

○秩父宮章受章者(日本陸上競技連盟あるいは加盟団体に功績があった者)

春日  弘(昭 30) 南部 忠平(昭 30) 谷 三三五(昭 30) 大島 鎌吉(昭 30) 乾  正人(昭 30)

佐藤 信一(昭 30) 古山 一郎(昭 30) 村上 正躬(昭 30) 木戸  浩(昭 32) 半井 修一(昭 32)

有賀 司郎(昭 33) 大田 博邦(昭 33) 梶谷 正義(昭 34) 白石  磷(昭 34) 岸源左衛門(昭 35)

津田晴一郎(昭 36) 寺田 甚吉(昭 37) 藪野 源二(昭 38) 浦  二郎(昭 38) 忠田 喜一(昭 38)

吉岡睦太郎(昭 39) 木南 道孝(昭 39) 榎本 邦一(昭 40) 魚谷 忠一(昭 41) 中島 直矢(昭 41)

柏本 明次(昭 42) 向井  勇(昭 43) 南 三千雄(昭 44) 吉田正二三(昭 45) 本田 令三(昭 46)

下津屋敬雄(昭 46) 河野 礼一(昭 47) 中川  敬(昭 48) 高塚泰次郎(昭 49) 市野 春弘(昭 50)

田茂井宗一(昭 51) 渡邉 耕二(昭 52) 吉武 勝之(昭 53) 保田  喬(昭 54) 竹本  肇(昭 55)

長野 元泰(昭 56) 吉田  實(昭 56) 石井 秀夫(昭 57) 浅羽 芳久(昭 58) 大久保 博(昭 59)

戸山 隆明(昭 60) 鳥居 邦男(昭 61) 池上  廣(昭 62) 前川  茂(昭 63) 橋本 三郎(平１)

七尾  格(平２) 七條 昌一(平３) 吉見 正憲(平４) 薬師寺茂夫(平５) 向井 肇晴(平６)

足立  尚(平７) 近藤鳩比古(平８) 北田 耕之(平 10) 須原 浩之(平 11) 石田 雅幸(平 12)

小川 義久(平 13) 古藤 幸夫(平 14) 仲田 秀三(平 15) 中筋 道子(平 16) 葦原 慶治(平 17)

樋元 四郎(平 18) 竹内  章(平 19) 上田 重隆(平 20) 藤原 宙造(平 22) 木下 和夫(平 23)

岡田 邦夫(平 24) 讃岐 富男(平 25) 大村 文弘(平 26) 安田 賢司(平 27) 原田 新也(平 29)

奥田二三夫(平 30) 川﨑 泰英(令１) 古城  健(令２)

○岸記念賞典受章者(競技場における態度、挙措が高潔であって、日常の競技生活もまた模範的であり、かつ競技技術、

競技記録が優秀である競技者)

村社 講平(昭 13) 杉村 清子(昭 27) 寺沢  徹(昭 37) 沢木 啓祐(昭 41) 中山 竹通(昭 60)

浅利 純子(平５) 朝原 宣治(平 20)



○平沼記念章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者の指導者として特に功労のあった者および中学生競技者

の指導者として特に功労のあった者  平成 1 年まで) 

下津屋敬雄(昭 41) 高塚泰次郎(昭 42) 市野 春弘(昭 45) 矢島 誠治(昭 46) 井上 孟司(昭 47)

脇田 正道(昭 48) 保田  喬(昭 49) 保田 光男(昭 50) 中辻  光(昭 51) 戸山 隆明(昭 52)

橋本 三郎(昭 53) 清家 令夫(昭 54) 龍野  登(昭 54) 雑賀 武志(昭 55) 原田 正克(昭 55)

阪上 光明(昭 56) 大橋 和夫(昭 56) 梶本 照夫(昭 57) 宮田 雄右(昭 57) 河南 政信(昭 58) 

小西 昭道(昭 58) 脇田 弘毅(昭 59) 野口 洋三(昭 59) 小川 義久(昭 60) 小泉 良衛(昭 60)

足立  尚(昭 61) 近藤鳩比古(昭 61) 花岡 誠治(昭 62) 鍛治 義治(昭 62) 吉見 正憲(昭 63)

中西  正(昭 63) 須原 浩之(平１) 中村  進(平１)

○平沼亮三章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者の指導者として特に功労のあった者  平成 21 年まで)

薬師寺茂夫(平２) 小松  宏(平３) 松熊 義昭(平４) 高橋  勲(平５) 冨澤 英彦(平６)

安田 賢司(平７) 小林 康宏(平８) 岩谷 忠雄(平９) 美濃部勝行(平 10) 小森 泰弘(平 11)

渡邊 秀博(平 12) 岡本  博(平 13) 伊東 英夫(平 14) 九鬼 正一(平 15) 中西  昭(平 16)

米川 修二(平 17) 馬迫 信一(平 18) 奥田二三夫(平 19) 川﨑 泰英(平 20) 黒川 和要(平 21)

○高校優秀指導者章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者の指導者として特に功労のあった者)

宮本 志郎(平 22) 松本 茂一(平 23) 柴田  稔(平 24) 津野 和彦(平 25) 坂井 裕司(平 26)

平林 伸一(平 27) 江畑 憲一(平 28) 宮崎 晋吾(平 29) 森   新(平 30) 安田  功(令１)

濱﨑  弘(令２)

○河野謙三章受章者(中学生競技者の指導者として特に功労のあった者  平成 21 年まで)

新井  誠(平２) 金谷 忠男(平３) 葦原 慶治(平４) 高橋 一徳(平５) 野瀬 勝義(平６)

南  哲二(平７) 樋口 隆志(平８) 竹田 政雄(平９) 田渕 隆志(平 10) 大村 文弘(平 11)

市川 廣己(平 12) 梶  真弓(平 13) 岡本  昭(平 14) 河合 裕文(平 15) 安田  功(平 16)

岸  昭裕(平 17) 湯本  修(平 18) 原田 新也(平 19) 保田 隆也(平 20) 井関  雅(平 21)

○中学優秀指導者章受章者(中学生競技者の指導者として、特に功労のあった者)

赤峰フミコ(平 22) 上杉 憲二(平 23) 石田 卓也(平 24) 松川 良紀(平 25) 森本 和也(平 26)

北口  徹(平 27) 山口 忠広(平 28) 山下 直樹(平 29) 高橋 敦司(平 30) 島津 勝己(令１)

市来 浩幸(令２)

○春日弘章受章者(高校生または 18 歳未満の勤労競技者として優秀な者  平成 21 年まで)

奈切日出美(昭 54) 門田 光史(昭 55) 向井 久枝(昭 56) 小林 宏美(昭 57) 荒川 和浩(昭 58)

浅野 公一(昭 59) 築田  城(昭 60) 内田  弥(昭 61) 北田 敏恵(昭 62) 川植 宗治(昭 63)

森長 正樹(平１) 小苗 久信(平２) 長間  誠(平３) 舩津 哲史(平４) 嘉瀬井 毅(平５) 

斉藤  直(平６) 森田 真治(平７) 村山  梢(平８) 山村 貴彦(平９) 西中 秀徳(平 10)

村川 洋平(平 11) 岡本 エリ(平 12) 後藤 直美(平 13) 宮下  誠(平 14) 井元 幸喜(平 15)

池田 大介(平 16) 金丸 祐三(平 17) 三村 有希(平 18) 﨑山 綾華(平 19) 神下 豊夢(平 20)

新宮 美歩(平 21)



○高校優秀選手章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者として優秀な者)

佐藤 友佳(平 22) 名倉 千晃(平 23) 堀田 早人(平 24) 中村 祐紀(平 25) 髙松望ムセンビ(平 26)

石塚 晴子(平 27) 丸山 優真(平 28) 川田 朱夏(平 29) 西川 明花(平 30) 江頭 亮(令１)

ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ(令２)

○河野一郎章受章者(中学生競技者として優秀な者  平成 21 年まで)

佐藤 泰章(昭 40) 小早川久美(昭 41) 川口  平(昭 42) 高瀬 信一(昭 43) 森田 宏六(昭 44)

宅間 信夫(昭 45) 北川 康之(昭 46) 今村 忠夫(昭 47) 勘崎 和也(昭 48) 藤田 定彦(昭 49)

辻  公代(昭 50) 深尾 真美(昭 51) 讃岐 信子(昭 52) 氏野 修次(昭 53) 浅野  泰(昭 54)

安達 敏雄(昭 55) 吉田 光代(昭 56) 田村 美穂(昭 57) 内田  弥(昭 58) 堀内 雅人(昭 59)

柳  裕江(昭 60) 渡辺 玲子(昭 61) 桑田 隆史(昭 62) 井口 潤二(昭 63) 左近充 進(平１)

細井 良則(平２) 入谷 宏一(平３) 鈴木 千春(平４) 山田  繁(平５) 寺野 伸一(平６)

松重 絵美(平７) 村川 洋平(平８) 杉原 結子(平９) 倉本 福子(平 10) 内山 由理(平 11)

橋口 徳治(平 12) 井上 敬太(平 13) 泉  利和(平 14) 杉山 友理(平 15) 植田祐紀子(平 16)

田野 達也(平 17) 松浦 智史(平 18) 奥田 芽理(平 19) 上田  繭(平 20) 高橋 花梨(平 21)

○中学優秀選手章受章者(中学生競技者として優秀な者)

岸本 雄介(平 22) 津田シェリアイ(平 23) 髙松望ムセンビ(平 24) 趙   振(平 25) 進堂 りか(平 26)

松田 貫汰(平 27) 中村健太郎(平 28) 日夏 涼香(平 29) 小池  綾(平 30) 津田妃茉里(令１)

岸本 礼菜(令２)

○有功章受章者(各加盟団体を通じて日本陸上競技界に功労があった者)

浦  二郎(昭 55) 市野 春弘(平 16)

○青木半治章受章者(オリンピック大会、世界選手権大会のメダリスト)

朝原 宣治(平 20)

○世界記録記念章受章者(日本人競技者が世界記録をつくったとき、および外人競技者が日本において世界記録をつくった

とき授与する。)

織田 幹雄(昭７) 南部 忠平(昭７) 大島 鎌吉(昭９)

○諸記録章(日本人で世界記録、U20 世界記録、室内世界記録、日本記録、U20 日本記録および室内日本記録、U20 室内日本

記録を樹立した者)

○アスレティック・アワード
①アスリート・オブ・ザ・イヤー(当年においてその活躍が最も顕著であった競技者) 

朝原 宣治(平 20)

②優秀選手賞(当年において優秀な成績を収めた競技者)

朝原 宣治(平 19) 江里口匡史(平 24) 木﨑 良子(平 25) 多田 修平(平 29･令１) 小池 祐貴(令１)

③新人賞(当年の活躍が顕著であり、将来が期待される競技者) 

佐藤 友佳(平 22) 中里 麗美(平 23) 多田 修平(平 29) 藤井菜々子(令１)



④特別賞(陸上競技を通じた活動や活躍が広く社会に対して貢献したと認められた者もしくは団体)

該当者なし


