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大阪陸上競技協会功労賞・優秀指導者賞受賞者

功労賞（永年に亘り大阪の陸上競技会のために献身的に尽瘁してきた者）
年度 受　　賞　　者　　氏　　名
昭和
51

石井　秀夫　上谷　尚義　奥村　兼静　坂本宇之松　滝井　　弘　田茂井宗一　辻田　虎雄　原田　正克
馬場　次郎　平田　五市　森脇　　勤　保田　光男　矢島　誠治　山崎　文雄　山本　儀平　渡邉　耕二

52 江口　節信　堀端　　巍　和久田賢夫
53 浅羽　芳久　清家　令夫　吉武　勝之
54 上山　　巍　石村　武司　竹本　　肇　保田　　喬　森　　　弘　鳥居　邦男　柳原　義明
55 倉橋　　勇　中島　幸男　松村　　弘　安井　敏浩　杉田　　浩
56 石田　種雄　泉谷　教信　河南　政信　坂本　清二　田尾　一郎　田中　久之　長野　元泰
57 阪上　光明　戸山　隆明　藤本　　清　前田　昌男　三宅　芳弘
58 藤原進一郎　雑賀　武志　仲田　秀三　小泉　良衛　浅井　由彦　上野　正和
59 大橋　和夫　楠　　幸一　橋本　皇臣　小西　昭道　代田　志郎　根本　七郎　池田　義二

60 和田　忠知　龍野　　登　井上　孟司　橋本　三郎　玉川喜之扶　山本　正夫　前川　　茂　松本　　晃
中辻　　光　中村　享昭

61 山本　義光　庄本　範男　高橋　　實　向井　肇晴　木下　　實　杉村　富雄　神谷　亭市　岩川　正吉
藤本　嘉彦

62 西村龍太郎　三原　敏行　森口　　章　水野　良隆　𠮷井　一郎　松村　信行　大山　基博　宮田　雄右
薮田　英昭

63 壷井　　章　脇田　弘毅　壷井　　宏　増本　元康　西野　　亨　乾　　克巳　磯野　宙郎　白石　　敬
荒木　秀樹　八木田恭輔　小川　義久　辻井　義弘

平成
１

野村　城右　七尾　　格　柴田森三郎　根本　　尚　皆木　　弘　熊木　利隆　藤本　昌良　近藤鳩比古
菅田　輝雄　橋本三千穂　武田　　透

２ 津川　久富　田口十四夫　高橋　一徳　今井　　潔

３ 坂口　敏克　七條　昌一　梶本　照夫　足立　　尚　花岡　誠治　須原　浩之　吉見　正憲　直島　利夫
川上　　洋　石田　征男　石田　雅幸　笠井　政招　鍛治　義治　田中　泰夫

４ 薬師寺茂夫　中筋　久称　西田　政治　桑村　祥達　木ノ本忠義　岡本　勝也　足立　三郎　森井　正和
村上　正巳　船原　　尚

５ 赤峰純弥太　上田　益世　岡﨑　延之　小松　　宏　小森　泰弘　佐々木征三　鈴木　茂男　高岡　保博
竹林　令昭　中尾　　隆　中筋　道子　松村　逸夫　森本　秋広　吉村　公男

６ 渡辺　靖祐　小林　康宏　高橋　　勲　川口八三郎　松熊　義昭　高橋　節男　播　　昌弘　大松　政夫
岡　　　豊　田房　喜朋　南部　憲次　長沢　孝人　片野田龍一　椿　　隆助

７ 岩谷　忠雄　北田　耕之　美濃部勝行　伊東　英夫　中田　勝利　光田　克之　当山　和明　山下　文夫
松崎　雅夫　海原　重男　林　　成光

８ 大橋　　豊　長池　末喜　渡邊　秀博　西川　藤市　髙橋　　庸　松下　　勇

９ 冨澤　英彦　谷野　利昌　新田　　守　森下　淳一　澤木　　勝　里村　利也　向井　雍忠　笠原　孝一
佐藤　憲治　中野　秀雄　𠮷原　　作

10 竹田　政雄　安田　賢司　大塚　　力　多賀みはる　中西　　昭　山田　賢治　柚山　八栄　漁野冨美子
田中　凱夫　西　　輝男

11
石坂　良二　上野　行男　岡本　　博　金谷　忠昌　木下　和夫　嶋村　和己　髙田　　直　谷口　清美
内藤　憲雄　中西　　正　中村　　進　久門　　哲　福井　正博　馬迫　信一　水谷　勝重　吉澤　明紘
島崎　信夫

12 新井　　誠　勇　宇一郎　岡井　武雄　田中　完治　塚本　敏雄　野瀬　勝義　前西　巧美　福原　晴美
宮村　誠一　山本　俊雄　在木　邦男　松本　淑子

13

矢代　雅昭　伊藤　裕康　薮下　正治　川﨑　泰英　柴本　良太　葦原　慶治　田中　　敏　広瀬　恵一
九鬼　正一　木川　　治　治郎堂　明　赤峰フミコ　田宮　隆史　西矢　幸司　柴山　佳男　樋口　隆志
南　　哲二　田渕　隆志　上野　史郎　横山　輝明　長谷川　昇　岩井　和代　後藤　博行　大畠　教明
土野　長一　金谷　忠男　黒田　高正　森尾　俊三　山田　寿男　井上　孝和　今西　修次　大西　正康
上田　雅和　今関　光守　巽　　久男　盛影　君夫　釜野　圭市

14 義積　里詞　竹田　　守　大橋　一男　西山加古郎　奥田二三夫　市川　廣己　安原　正義　川島　和則
木村　重房　大鴨　敏之　神崎　勝則　山本　　昇　小川　哲司　堀　　隆志　

15

中村　善直　竹内　　章　浅村真理子　松本　茂一　松岡　　武　飯沼　信輝　石谷　　寿　上村　京司
柴田　　稔　田畑　治通　杉田　岩男　青木　　堯　梶原　廣之　村井　正信　奥田　高三　甚九　敏明
槙山　政雄　黒田　芳男　吉年　吉彦　徳原　修一　中村　淳子　宇留間茂雄　植田　　勝　島崎　義孝
木下　芳広　桂　　正明　海原　重男　芝本　　優　林　　正三　北野　利彦　犬飼　紀元　岡橋　文治
池田　金一　西田　慎子　茨田　　勇
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年度 受　　賞　　者　　氏　　名

16
山中　保博　上田　重隆　加地　　久　大村　文弘　津野　和彦　松村　郁弘　石田　隆司　早川　禎一
石橋　伸一　 口　信行　岡本　　昭　山本　久喜　枇杷木　弘　福島　省三　宮崎　逸男　山川　昭夫
青山　　純　小松　正治　木山　克己　玉木　　登　福島　幹武　家川　曻二　長江　高司　武永　正治
岩井　保美

17
篠原　孝司　小森恵美子　讃岐　富男　稲葉　恵一　　宮本　志郎　小熊　利夫　奥野　吾一
撫井　弘志　佐々木敏行　葛城　裕也　川上喜代三郎　口野　元祥　後藤　　清　杉野美智子
上田　博子　高群　哲夫　竹口　恵子　倉光　勇生　　武田　忠義　濱田　良彦　松本　　剛
宮本　勝之　泉野千鶴雄　笹倉　英男　岡田　正義　　下農　忠司　宮原　　博　松田　泰典

18
畠中　光男　藤原　宙造　岡　　　茂　石川　　弘　上杉　憲二　梶田　孝志　池田　直隆　寒川　公嗣
小林　和夫　松田　忠廣　高見　善子　竹田　敏信　福田　逸男　西尾　恵子　河村祐二郎　小林　正典
平　　孝司　富高　睦雄　井口　　肇　奥野　明男　谷本　広二　森川　栄一　長澤　正勝

19

中島　俊秀　野口　輝男　原田　新也　野村勝太郎　松川　良紀　菊池　一人　永久　勝信　米田　昭一
大松　敬子　黒川　和要　佐々木良隆　辻谷勇二郎　山﨑　　敦　湯本　　修　加藤　廣和　杉尾　　靖
中井　芳之　成見　順治　村津　栄一　河合　裕文　石田　誠司　中野　孝夫　梶　　真弓　中村　武司
福井与志雄　脇屋　　忠　前田　唯信　葉山　尚久　森本　和也　渡辺　　毅　坂　比呂志　大黒　祥光
奥田　武史　石倉　省吾　今野　　宏　藤井　郁恵　坂下　勝正　桜木　恭子　松村　美彦　大角　正弘
澤中　拓美　倉野　正信　溝口　義弘　杉山　一馬

20
土肥　　智　芝田　基博　　中林　勝治　山下　　弘　嶌嵜　竹治　小林　恵子　岸　　昭裕　
泥谷加代子　北西　広和　　馬場　一夫　吉田　　靖　植田　哲也　芝山　賢次　植田　　淳　
松下　正行　須ヶ牟田京子　菊地　秀国　石橋　照男　中西　昌彦　大塚　堅三　中谷　　晋

21
佃　　　衛　永山　隆一　平林　伸一　保田　隆也　下村　　玲　豊田　　元　西村美智子　釜本　浩明
佐嶌　重司　奥田　　聡　中里　真一　定井　則久　三宅　秀司　石川佐代子　太田　勝士　山本　文子
三宅　智代　河原　恒樹　佐久　佳子　福田　義則　東　　実道　中島　芳昭　青柳　宏隆

22
日尾　泰也　近西　弘行　草間　義彦　佐々木繁章　宮部　隆夫　大堂　芳明　井関　　雅　藤本　正之
石田　卓也　谷　　啓介　加藤　　靖　〆野　敏行　吉本　誠二　辻　　秀明　高橋　靖直　池上　雅士
上畑　充弘　宇野　一郎　松村　新平

23
上田　真弘　岩谷　元紀　山口　一行　江畑　憲一　朝川　裕之　荻間　栄二　梶田　英志　河合　克俊
妻澤　利彦　北口佳世子　奥田修一郎　新宅　和子　宇野　初男　平　　祐治　嶋中　重美　市田　美雪
川名　國夫

24
池田　隆宏　井上　征彦　大倉　節子　岡田　邦夫　尾崎　康彦　角田　　勉　角野喜久治　角野　照代
栗原　幸一　古城　　健　後藤日出樹　小西　宏之　城島慶太郎　砂川　秀治　田上　博隆　田尻由美子
田中　秀典　中村　利美　長山　　茂　新居　　博　野瀬　良樹　畑中　秀友　馬場　幸治　平本　公蔵
福田　耕一　南　　良一　宮尾　正次　安田　　功　山本　　修

25 長池加代子　青木　正宏　西　　清由　樋元　四郎　山口　忠広　宮崎　晋吾　原田　　健　三上　　匡
井川　正明　野中　博志　塚本　雅三　中野　成明　数野　哲也　松本　富夫　竹中　広行

26
重綱　彦也　石野　　基　横谷　良勝　松井　江美　池上　昌樹　玉木　　登　高崎　賢一　藤田　繁也
中村　陽子　松本登至子　松本　俊雄　藤原　安博　野寺　　茂　山地　繁信　山口　朝恵　原園　泰博
武田　忠義　速水　　強　伏石　政司　角正　美之　内田　吉彦　向井　秀俊　鳥井　康生　當房　　章
大野　廣介　木下　晴義　中川　英昭

27
秋原　　悟　足羽　博行　五十棲由佳子　大久保清子　小澤　千晶　小澤　千晴　清川　庸一　
楠本　　昇　小松　和樹　小山　春光　　斎藤　峰子　清水　兼久　塩飽　忠一　吹田　光弘　
高橋　敦司　竹田　良喜　田中　啓介　　辻　　弘雅　仁科　晃生　畠山　　功　平岩　良一　
藤田　幸久　溝端　茂樹　横田　和行　　吉本　博志

28
松浦　博文（太成AC）
島津　勝己（紫郊クラブ）
川野加代子（堺市陸協）

青谷　耕児（紫郊クラブ）
山下　直樹（サンクラブ）

中谷　泰三（大阪市役所）
出口　智浩（堺市陸協）

020-026_功労賞等受賞者.indd   21020-026_功労賞等受賞者.indd   21 2017/03/16   15:06:222017/03/16   15:06:22



─ 22 ─

優秀指導者賞（ジュニア競技者の育成に顕著な業績を挙げた優秀な指導者）
年度 受　賞　者　氏　名
昭和
51

井上　応順（清風高校）　　　　　　松本　　晃（茨木高校）　　　　　　　西田　正之（高槻第三中学校）
野口　洋三（吹田第六中学校）

52 上野　正和（狭山南中学校）　　　　鳥井　　誠（四条畷学園中学校）　　　花岡　誠治（泉陽高校）
山田　賢治（浪商高校）

53 吉見　正憲（陸協強化コーチ）　　　薬師寺茂夫（陸協強化コーチ）　　　　小林　康宏（薫英高校）
小松　　宏（初芝高校）　　　　　　藤岡　　勝（豊中四中学校）　　　　　中村　　進（三国中学校）

54 高橋　　勲（泉北高校）　　　　　　冨澤　英彦（陸協強化コーチ）　　　　赤宗　数政（住道中学校）
松熊　義昭（太成高校）　　　　　　藤塚　嘉一（住友金属）　　　　　　　甲田　隆一（久米田中学校）

55 山田　賢治（浪商高校）　　　　　　中尾　　隆（三国丘高校）　　　　　　村居　恵一（島本第一中学校）
田渕　隆志（吹田第一中学校）

56 須原　浩之（北野高校）　　　　　　岩谷　忠雄（明星高校）　　　　　　　坂根　博一（寝屋川第十中学校）
今西　修次（泉ケ丘東中学校）

57 山本　俊雄（金岡高校）　　　　　　中田　勝利（池田高校）　　　　　　　大西　正康（松虫中学校）
平野　芳男（伯太高校）　　　　　　安原　省吾（長瀬中学校）

58 髙橋　　庸（美原高校）　　　　　　安田　賢司（成蹊女子高校）　　　　　宮村　誠一（信太高校）
新井　　誠（生野中学校）　　　　　中西　　正（西山田中学校）

59 木下　和夫（阿倍野高校）　　　　　今井　　潔（野崎高校）　　　　　　　葦原　慶治（枚方第一中学校）
伊藤　裕康（富田林高校）　　　　　道口　源一（貝塚第四中学校）

60 松尾　章弘（貝塚南高校）　　　　　九鬼　正一（浪商高校）　　　　　　　金谷　忠男（石尾中学校）
柚山　八栄（太平寺中学校）

61 宮本　志郎（清風高校）　　　　　　中西　　昭（薫英高校）　　　　　　　南　　哲二（交野第二中学校）
竹田　政雄（北辰中学校）　　　　　井出　　實（玉出小学校）

62 竹林　令昭（寝屋川高校）　　　　　岡本　　博（大阪高校）　　　　　　　樋口　隆志（茨田北中学校）
宮本　武志（島本第二中学校）　　　加藤　繁男（耳原小学校）

63 美濃部勝行（岸和田高校）　　　　　楠本　幸夫（伯太高校）　　　　　　　市川　廣己（新喜多中学校）
大村　文弘（葛城中学校）

平成
１

小森　泰弘（枚方高校）　　　　　　渡辺　秀博（東大谷高校）　　　　　　岸　　昭裕（登美丘中学校）
岡本　　昭（盾津東中学校）　　　　太田　紘一（北緑丘小学校）

２ 奥田二三夫（寝屋川高校）　　　　　黒川　和要（桜宮高校）　　　　　　　福井　正博（誠風中学校）
梶　　真弓（喜志中学校）

３ 米川　修二（北陽高校）　　　　　　木村　重房（鳳高校）　　　　　　　　松尾　智利（蒲生中学校）
小林　鶴男（寝屋川第五中学校）　　小松　正治（宇多小学校）

４ 竹内　　章（芥川高校）　　　　　　西矢　幸司（西成高校）　　　　　　　河合　裕文（交野第一中学校）
安田　　功（吹田第六中学校）　　　吉本　誠二（難波養護学校）

５ 前西　巧美（和泉工業高校）　　　　杉野美智子（清水谷高校）　　　　　　嶋中　重美（陵西中学校）
中井　昭雄（日置荘中学校）　　　　舛屋　　剛（北豊島小学校）

６ 馬迫　信一（清友高校）　　　　　　田中　完治（同志社香里高校）　　　　辻　　秀明（松原第七中学校）
野村　佳代（佐野中学校）　　　　　上田　博子（条南小学校）

７ 木下　芳広（茨木高校）　　　　　　光田　克之（長野高校）　　　　　　　湯本　　修（小阪中学校）
塚本　敏雄（花乃井中学校）　　　　米田　昭一（四條畷南小学校）

８ 松村　郁弘（今宮工業高校）　　　　藤田　俊一（山田高校）　　　　　　　保田　隆也（中百舌鳥中学校）
原田　新也（三稜中学校）　　　　　大鴨　敏之（茨木東小学校）

９ 田宮　隆史（太成高校）　　　　　　塩野　寿和（八尾北高校）　　　　　　大里　雅己（信達中学校）
原田　隆史（松虫中学校）　　　　　石川佐代子（東山田小学校）

10 上田　重隆（北野高校）　　　　　　佐々木良隆（大阪成蹊女子高校）　　　小薗　洋子（佐野中学校）
井関　　雅（三原台中学校）　　　　上岡　武志（大阪狭山市陸協）

11 川﨑　泰英（金岡高校）　　　　　　柴本　良太（阪南高校）　　　　　　　松本　　剛（島本第一中学校）
富高　睦雄（吉川中学校）　　　　　石倉　省吾（北条小学校）

12 坂井　裕司（太成高校）　　　　　　佐々木繁章（堺市立工業高校）　　　　森本　和也（豊中第十一中学校）
石田　卓也（茨木南中学校）　　　　小林　正典（枚方市総合スポーツセンター）

13 柴田　　稔（関西大倉高校）　　　　宮崎　晋吾（大塚高校）　　　　　　　加藤　　靖（富田林第三中学校）
高橋　敦司（南港南中学校）　　　　佐野　耕治（泉南市教委）

14 江畑　憲一（大体大浪商高校）　　　荻間　栄二（関西創価高校）　　　　　上杉　憲二（槙尾中学校）
島津　勝己（楠葉中学校）　　　　　川島　　隆（なにわジュニアAC）
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年度 受　賞　者　氏　名

15 森　　　新（近畿大附属高校）　　　　大松　敬子（今宮工業高校）　　　　　　松川　良紀（桜ヶ丘中学校）
岸田　正啓（熊取北中学校）　　　　　西村美智子（美園小学校）

16 武田　夏実（大塚高校）　　　　　　　松岡　孝和（都島工業高校）　　　　　　寒川　公嗣（日置荘中学校）
佐嶌　重司（誠風中学校）　　　　　　松原　　修（島本ジュニア陸上教室）

17 松本　茂一（大阪女子高校）　　　　　平林　伸一（生野高校）　　　　　　　　大堂　芳明（和泉中学校）
山下　直樹（白鷺中学校）　　　　　　平尾　　誠（苅田南小学校）

18 津野　和彦（啓光学園高校）　　　　　後藤　　清（平野高校）　　　　　　　　中井　芳之（登美丘中学校）
籠谷　昌義（忠岡町教育委員会）　　　佐々木敏之（藤井寺トリプル）

19 柿内　貞宣（東大阪大学敬愛高校）　　増田　慶和（大阪市立高校）　　　　　　山口　忠広（淀川中学校）
北口　　徹（東雲中学校）　　　　　　福田　将臣（矢田東小学校）

20 佃　　　衛（今宮工科高校）　　　　　野村勝太郎（桜塚高校）　　　　　　　　加藤　廣和（高美中学校）
重綱　彦也（野村中学校）　　　　　　田中　加一（北緑丘陸上部）

21 石田　隆司（城南学園高校）　　　　　横田　和行（大阪体育大学浪商高校）　　中山　智瑞（新北島中学校）
麻田　陽子（関西創価学園中学校）　　舩津　哲史（住吉第一中学校）　　　　　岩崎　　誠（砂川小学校）

22 古城　　健（金岡高校）　　　　　　　花牟禮　武（東大阪大学柏原高校）　　　中野　成明（若江中学校）
志野　真人（陸王クラブ）

23 河野由起子（大阪市立桜宮高校）　　　野中　博志（大阪府立佐野高校）　　　　武田　博之（田尻町立中学校）
太田　勝士（岸和田市立土生中学校）　辰己　智子（河南町立河内小学校）

24 濱﨑　　弘（履正社高校）　　　　　　辻　　弘雅（清風南海高校）　　　　　　畠山　　功（吹田市立山田中学校）
市来　浩幸（大阪市立旭東中学校）　　濱本　佳生（万博AC）

25 草間　義彦（大阪府立夕陽丘高校）　　田尻由美子（大阪府立西寝屋川高校）　　中里　真一（太子町立中学校）
中村　孝一（豊能町立吉川中学校）　　松原美代賀（島本ジュニア陸上教室）

26 山口　一行（大阪府立高槻北高校）　　永山　隆一（大阪府立住吉高校）
吉田　貴之（大阪市立新北野中学校）　秋原　　悟（枚方市立蹉跎中学校）　　　橋本　昌典（茨木AC）

27 上田　真弘（大阪府立佐野高校）　　　小澤　千晴（大阪府立花園高校）
野口　明郎（枚方市立東香里中学校）　西野　修二（堺市立五箇荘中学校）　　　石田　克彦（吹田ジュニア陸上）

28 松井　江美（大阪高校）　　　　　山本　幸治（大阪市立咲くやこの花高校）
室井　愉志（堺市立長尾中学校）　出石智佳子（大阪市立松虫中学校）　　　　　山本　良廣（牧方KSC）
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