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平成29年度（公財）栃木県体育協会スポーツ顕彰授与式
平成 30 年 2 月 16 日（金）栃木県公館において、平成 29 年度（公財）栃木県体育協会スポーツ顕彰授与式が行われ、

各賞受賞の代表者に対し、（公財）栃木県体育協会会長　福田富一知事から賞状が手渡されました。
この顕彰は、本県体育スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著な方又はスポーツで優秀な成績をおさめた方に対し、

スポーツ功労賞、スポーツ優良団体賞、スポーツ優秀選手賞特別賞、スポーツ優秀選手賞、船田スポーツ賞を贈るものです。
また、国民体育大会で優秀な成績を収めた監督、選手等に感謝状が贈られました。
各賞の受賞者は、次のとおりです。

スポーツ功労賞（加盟団体順）

スポーツ功労賞を受賞された方々
（写真左から、萩原 貴 様、鈴木 保夫 様、青木 薫 様、福田知事、宇田教育長、佐藤 智伸 様、石﨑 忠利 様、横塚 喜代治 様）

氏名及び推薦団体 主　な　役　職 主　　な　　功　　績　　等

青木　　薫　様
宇都宮市体育協会

栃木県卓球連盟国体強化対策委員長
国体や県民スポーツ大会などで選手・監督として宇都宮

市の連覇に貢献され、またスポーツ教室などでも熱心に指
導に当たられ、卓球の普及・底辺拡大に努められました。

佐藤　智信　様
公益財団法人

小山市体育協会

白鷗大学に就任してから 21 年の間に、女子バスケッ
トボールチームを関東女子学生トップリーグの頂点に君
臨させ、また全日本 U-24 女子代表チームのヘッドコー
チとしてユニバーシアード大会において準優勝に導くな
ど、今後更なる活躍を期待させるものです。

鈴木　保夫　様
高根沢町体育協会

高根沢町体育協会副会長
高根沢町体育協会会長
栃木県体育協会評議員

自ら剣道教室を開設し、指導者として 50 数年間後進
育成に携わるとともに、高根沢町体育協会での副会長・
会長職を 16 年間にわたり歴任しスポーツの発展・普及
に尽力されました。

石﨑　忠利　様
公益社団法人

栃木県サッカー協会

栃木県サッカー協会理事長
栃木県サッカー協会副会長
栃木県サッカー協会会長
栃木県サッカー協会最高顧問

栃木県サッカー協会の役員として、協会の法人化、県
グリーンスタジアムなど競技施設の充実に尽力されまし
た。また自ら宇都宮大学や国体選抜チームの指導者とし
て、さらには栃木サッカークラブの JFL や J リーグの加
盟に貢献されました。

萩原　　貴　様
栃木県フェンシング協会

栃木県フェンシング協会理事長
日本フェンシング協会理事

昭和 54 年栃木県教員として採用され、以降国体の選
手・監督として活躍され、世界で活躍する選手を育成す
る一方、県フェンシング協会理事長としてジュニアから
一般選手までの一貫指導体制を確立されました。

横塚　喜代治　様
栃木県グラウンド・

ゴルフ協会

矢板市グラウンド ･ ゴルフ協会副会長
栃木県グラウンド ･ ゴルフ協会理事長

矢板市グラウンド・ゴルフ協会の副会長・指導員を
11年間務めるなど、地域スポーツ振興に貢献されました。
また、県内各地域に出向しルール・マナーを指導するな
ど、指導者の育成やグラウンド・ゴルフの普及活動を推
進されました。
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スポーツ優良団体賞
団体名及び推薦団体 主　　な　　活　　動　　内　　容

ひろしコート愛好会
栃木県ソフトテニス連盟

　昭和 44 年にテニスコートを開設して以来、地域のために無料開放しております。
　ソフトテニスのすその拡大と、地域スポーツの振興や人材の発掘・育成に寄与されてい
ます。

宇都宮市卓球協会
宇都宮市体育協会

　大正時代に設立されたといわれる歴史と伝統を持つ団体であり、栃木県卓球連盟の設立
以降、運営の中心となり連盟発展に貢献しています。長年にわたり公的団体主催の卓球教
室などへ指導者の派遣を行うなど、底辺拡大と市民の健康増進、青少年の健全育成に寄与
されています。

真岡テニス協会
真岡市体育協会

　テニスを通して健全な身体と精神を養うとともに、青少年の体力向上・育成に寄与する
ことを目的とし、その目的達成のために年間を通じ様々な企画・参加を実施されています。

大田原市グラウンド・ゴルフ協会
ＮＰＯ法人大田原市体育協会

　平成 7 年にグラウンド・ゴルフを普及振興するため設立されました。
　年間を通じ、健康の保持増進と技能の錬成向上に努め、会員相互の親睦を図りながら明
るい地域社会づくりに寄与されています。

下野市野球協会
下野市体育協会

　平成 18 年に下野市合併を機に、各地区で活動していた野球団体を統轄し発足しました。
　協会内に 12 地区の競技団体があり、各団体は週 1 ～ 2 回の練習を通して各会員間の
親睦を図っています。また、中学校や地域団体の無い自治会での指導もされています。

スポーツ優良団体賞を受賞された方々
（写真左から、下野市野球協会会長 海老原次夫 様、真岡テニス協会会長 壁屋行雄 様、ひろしコート愛好会会計 平野美鶴 様、

福田知事、宇田教育長、宇都宮市卓球会会長 藤野幸作 様、大田原市グラウンド・ゴルフ協会会長 刈生田武 様）

スポーツ優秀選手賞特別賞（国際大会で３位以内に入賞した方々に贈られました。）

競 技 名 氏　　名 主　な　成　績 所  属
水　　泳 萩野　公介 様 第 17 回世界水泳選手権大会　200m 個人メドレー　第２位 （株）ブリヂストン

山　　岳 楢﨑　智亜 様 2017 クライミング・ワールドカップ・コンバインド　年間総合優勝 プロクライマー

山　　岳 楢﨑　明智 様 2017 クライミング・ワールドカップ・ボルダリング・ベイル大会　第２位 第一学院高等学校

柔　　道 髙藤　直寿 様 2017 ブダペスト世界選手権大会　男子 60kg　優勝 パーク 24（株）

柔　　道 太田　彪雅 様 2017 夏季ユニバーシアード柔道競技大会　無差別級　優勝 東海大学
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スポーツ優秀選手賞（国際大会に出場又は全日本選手権で優勝した方々に贈られました。）

競 技 名 氏　　名 主　な　成　績 所  属
水　　泳 清水　咲子 様 第 17 回世界水泳選手権大会　400m 個人メドレー　第５位 ミキハウス

山　　岳 五月女美元 様 2017 クライミング・ワールドカップ・ボルダリング・重慶大会　女子 29 位 クライミングジム　ロストキャニオン

ホッケー 大橋　雅貴 様 第 3 回男子ワールドリーグ セミファイナル　10 位 北関東綜合警備保障（株）

ホッケー 落合　大将 様 第 3 回男子ワールドリーグ セミファイナル　10 位 北関東綜合警備保障（株）

ホッケー 星　　　卓 様 第 3 回男子ワールドリーグ セミファイナル　10 位 （株）サンコー

ホッケー 山水　翼瑳 様 第 10 回 Hero アジアカップ　５位 北関東綜合警備保障（株）

ホッケー 狐塚　美樹 様 第 9 回アジアカップ　４位 グラクソ・スミスクライン（株）

船田スポーツ賞

スポーツ優秀選手賞を受賞された方々
（写真左から、狐塚 美樹 様、落合 大将 様、福田知事、宇田教育長、山水 翼瑳 様）

船田スポーツ賞を受賞された方
（写真左から、福田知事、勅使河原 暁 様、宇田教育長）

　第 72 回及び第 73 回国民体育大会で入賞した 19 競技の監督、選手等 149 名の方々に感謝状が贈られました。
　式当日は、149 名を代表して 23 名の方に出席していただき、監督、選手の受賞代表者に対し（公財）栃木県体育協
会会長　福田富一知事から賞状が手渡されるとともに、｢監督、選手の活躍が多くの県民に夢や希望を与えスポーツに対
する機運をますます高めてくれた。｣ と挨拶をいただきました。今後とも皆さんのご活躍を期待しています。

国民体育大会優秀団体・監督・選手感謝状

勅使河原　暁　様　山岳競技
国民体育大会山岳競技少年男子監督
第 72 回愛媛国体において、リード優勝、ボルダリング
2 位の成績を収めました。
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退任役員感謝状を贈呈された方々
（写真左から、田口 剛男 様、鈴木 保夫 様、福田知事、

宇田教育長、芹澤 雅夫 様）

国民体育大会優秀団体・監督感謝状を受賞された方々

国民体育大会優秀団体・選手感謝状を受賞された方々

退任役員等感謝状（当協会役員等として１０年以上ご活躍され、退任された方へ感謝状が贈呈されました。）

氏名・所属団体 （公財）栃木県体育協会役員歴

渡辺 次郎 様
上三川町体育協会

平成19年度～平成24年度　評議員
平成28年度～平成29年度　評議員
平成24年度～平成28年度　理事

鈴木 保夫 様
高根沢町体育協会 平成17年度～平成29年度　評議員

白石 正範 様
栃木県剣道連盟 平成14年度～平成29年度　評議員

芹澤 雅夫 様
栃木県馬術連盟 平成14年度～平成29年度　評議員

井村 孝一 様
栃木県テニス協会 平成17年度～平成29年度　評議員

田口 剛男 様
栃木県ボウリング連盟 平成16年度～平成29年度　評議員


