
長野県スポーツ協会の活動

１ ■  長野県スポーツ協会事業実施状況（決算額）

２ ■  長野県スポーツ少年団の活動

３ ■  スポーツ振興功績者表彰歴代受賞者

４ ■  ＳＷＡＮプロジェクトの歩み

５ ■  賛助会員加入状況

６ ■  第82回国民スポーツ大会（信州やまなみ国スポ）

第２章　



- 34 -

第２章　長野県スポーツ協会の活動

１　長野県スポーツ協会事業実施状況（決算額）

年度 事業内容
決算額（円）

一般会計 スポーツ振興基金 寄附金募集事業 賛助会事業

Ｓ61

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　県民運動競技大会の開催（第14回）
４　スポーツの振興
５　スポーツ少年団の育成

187,876,409 33,028,903 －

Ｓ62

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　県民運動競技大会の開催（第15回）
４　スポーツの振興
５　スポーツ少年団の育成

247,939,778 27,654,036 －

Ｓ63

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツの振興
４　長野冬季オリンピック招致の推進
５　県民運動競技大会の開催（第16回）
６　スポーツ少年団の育成

264,857,305 123,790,655 －

H１

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツの振興
４　長野冬季オリンピック招致の推進
５　スポーツ少年団の育成
６　県民運動競技大会の開催（第17回）

295,766,712 28,538,710 15,760,000 －

H２

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツの振興
４　長野冬季オリンピック招致の推進
５　スポーツ少年団の育成
６　県民運動競技大会の開催（第18回）

295,445,198 34,609,539 －

H３

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツの振興
４　長野冬季オリンピック招致の推進
５　スポーツ少年団の育成
６　県民運動競技大会の開催（第19回）
７　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（熊本県）

340,987,225 46,572,845 －

H４

１　競技力向上事業
２　オリンピック冬季競技特別強化事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツの振興
５　県民さわやかスポーツ祭の開催（第20回）
６　スポーツ少年団の育成
７　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（島根県）

423,469,047 40,338,944 －

H５

１　競技力向上事業
２　オリンピック冬季競技特別強化事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツの振興
５　県民さわやかスポーツ祭の開催（第21回）
６　スポーツ少年団の育成
７　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（千葉県）

446,095,024 37,141,285 7,584,500 －

H６

１　競技力向上事業
２　オリンピック冬季競技特別強化事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツの振興
５　スポーツ少年団の育成
６　県民さわやかスポーツ祭の開催（第22回）
７　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（福岡県）

465,020,830 32,978,237 －

H７

１　競技力向上事業
２　オリンピック冬季競技特別強化事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツの振興
５　スポーツ少年団の育成
６　県民さわやかスポーツ祭の開催（第23回）
７　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（奈良県）

494,426,143 30,364,471 －

H８

１　競技力向上事業
２　オリンピック冬季競技特別強化事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツの振興
５　スポーツ少年団の育成
６　県民さわやかスポーツ祭の開催（第24回）
７　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（群馬県）
８　オリンピックデーランの開催

480,456,278 30,696,173 9,968,329 －

H9

１　競技力向上事業
２　オリンピック冬季競技特別強化事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツの振興
５　創立50周年記念事業
６　スポーツ少年団の育成
７　県民さわやかスポーツ祭の開催（第25回）
８　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（沖縄県）
9　オリンピックデーランの開催
10　オリンピック・パラリンピックへの協力

503,850,493 30,704,939 12,549,133 －
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第２章　長野県スポーツ協会の活動

年度 事業内容
決算額（円）

一般会計 スポーツ振興基金 寄附金募集事業 賛助会事業

H10

１　競技力向上事業
２　国際競技力向上事業
３　競技力向上スタッフの人的配置
４　国民体育大会への参加
５　スポーツの振興
６　スポーツ少年団の育成
７　県民さわやかスポーツ祭の開催（第26回）
８　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（岐阜県）
9　オリンピックデーランの開催

467,002,081 29,241,089 －

H11

１　国体競技力向上事業
２　ジュニア競技力向上事業
３　国際競技力向上事業
４　スポーツクラブ育成事業
５　国民体育大会への参加
６　スポーツの振興
７　スポーツ少年団の育成
８　県民さわやかスポーツ祭の開催（第27回）
9　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（山形県）
10　オリンピックデーランの開催

508,711,360 29,717,669 －

H12

１　国体競技力向上事業
２　ジュニア競技力向上事業
３　国際競技力向上事業
４　国民体育大会への参加
５　スポーツ環境の整備
６　スポーツ少年団の育成
７　スポーツクラブの育成
８　県民さわやかスポーツ祭の開催（第28回）
9　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（石川県）
10　オリンピックデーランの開催
11　市町村体育団体の育成強化

472,896,531 26,573,510 －

H13

１　国体競技力向上事業
２　ジュニア競技力向上事業
３　国際競技力向上事業
４　国民体育大会への参加
５　スポーツ環境の整備
６　スポーツ少年団の育成
７　スポーツクラブの育成
８　県民さわやかスポーツ祭の開催（第29回）
9　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（三重県）
10　オリンピックデーランの開催
11　市町村体育団体の育成強化

495,396,752 26,972,619 －

H14

１　競技力向上事業
２　ジュニア競技力向上事業
３　国際競技力向上事業
４　国民体育大会への参加
５　スポーツ環境の整備
６　スポーツ少年団の育成
７　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（広島県）
８　オリンピックデーランの開催
9　市町村体育団体の育成強化

407,229,089 23,976,404 4,925,002 －

H15

１　競技力向上事業
２　ジュニア競技力向上事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツ環境の整備
５　スポーツ少年団の育成
６　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（香川県）
７　オリンピックデーランの開催
８　日韓スポーツ交流事業（スケート、スキー）
9　市町村体育団体の育成強化

316,421,828 25,013,216 7,800,006 －

H16

１　競技力向上事業
２　ジュニア競技力向上事業
３　国民体育大会への参加
４　スポーツ環境の整備
５　スポーツ少年団の育成
６　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（福井県）
７　オリンピックデーランの開催
８　市町村体育団体の育成強化

220,064,424 24,505,158 7,880,003 －

H17

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツ環境の整備
４　スポーツ少年団の育成
５　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（岩手県）
６　日韓スポーツ交流事業（スキー）
７　市町村体育団体の育成強化

181,849,664 17,110,000 2,955,000 －

H18

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツ環境の整備
４　スポーツ少年団の育成
５　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（鳥取県）
６　日韓スポーツ交流事業（スキー）
７　市町村体育団体の育成強化

174,475,663 21,596,000 －

H19

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツ環境の整備
４　スポーツ少年団の育成
５　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（青森県）
６　日韓スポーツ交流事業（スキー）
７　市町村体育団体の育成強化
８　賛助会事業の推進
9　創立60周年記念事業

252,564,048 26,199,000 1,970,007 1,720,955
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第２章　長野県スポーツ協会の活動

年度 事業内容
決算額（円）

一般会計 スポーツ振興基金 寄附金募集事業 賛助会事業

H20

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツ環境の整備
４　スポーツ少年団の育成
５　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（滋賀県）
６　日韓スポーツ交流事業（スキー）
７　賛助会事業の推進

221,857,104 20,976,000 6,895,044 2,092,125

H21

１　競技力向上事業
２　国民体育大会への参加
３　スポーツ環境の整備
４　スポーツ少年団の育成
５　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（宮崎県）
６　賛助会事業の推進
７　公益法人制度改革に向けた取組

210,814,205 13,427,773 3,940,065 3,127,000

【特別会計の廃止、計算書類の変更】

年度 事業内容
支出額（円）

事業活動支出 投資活動支出 財務活動支出 計

H22

１　国民体育大会への参加
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　スポーツ活動の普及啓発
５　スポーツ少年団の育成
６　指導者の育成
７　社会体育振興事業
８　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（富山県）
9　総合型地域スポーツクラブの育成支援
10　スポーツ振興功労者の表彰、賛助会員の確保
11　公益法人制度改革に向けた取組

204,741,033 718,830 0 205,459,863

H23

１　国民体育大会への参加
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　指導者の育成
７　社会体育振興事業
８　全国スポーツ・レクリエーション祭への参加（栃木県）
9　総合型地域スポーツクラブの育成支援
10　機関誌の発行、スポーツ振興功労者の表彰、賛助会員の確保
11　公益法人制度改革に向けた取組

166,921,759 714,110 0 167,635,869

H24

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　機関誌の発行、スポーツ振興功労者の表彰、賛助会員の確保

183,122,268 714,330 0 183,836,598

H25

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　機関誌の発行、スポーツ振興功労者の表彰、賛助会員の確保

201,844,181 153,926,116 0 355,770,297

H26

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　第13回日韓青少年冬季スポーツ交流事業（スキー）
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　機関誌の発行、スポーツ振興功労者の表彰、賛助会員の確保

206,267,572 300,559,691 0 506,827,263

H27

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　第14回日韓青少年冬季スポーツ交流事業（スキー）
　　日韓スポ―ツ交流事業（テニス）
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　機関誌の発行、スポーツ振興功労者の表彰、賛助会員の確保

205,542,684 270,556,165 0 476,098,849
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年度 事業内容
支出額（円）

事業活動支出 投資活動支出 財務活動支出 計

H28

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　スポーツに関する情報提供、振興功労者の表彰、賛助会員の確保
9　二巡目国体招致に向けた活動

171,606,266 102,434,713 0 274,040,979

H29

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　スポーツに関する情報提供、振興功労者の表彰、賛助会員の確保
9　第16回日韓青少年冬季スポーツ交流
10　二巡目国体招致に向けた活動

242,630,738 210,169,061 0 452,799,799

H30

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　スポーツに関する情報提供、振興功労者の表彰、賛助会員の確保
9　第17回日韓青少年冬季スポーツ交流

256,087,654 352,179,691 0 608,267,345

R１

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　スポーツに関する情報提供、振興功労者の表彰、寄附者の確保
9　第18回日韓青少年冬季スポーツ交流

223,623,068 101,463,378 0 325,086,446

R２

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　スポーツに関する情報提供、振興功労者の表彰、寄附者の確保
9　ガバナンスの確保
10　支援金の交付（新型コロナウイルス対応）

87,980,205 55,439,654 178,200 143,598,059

R３ 
（計画） 
（予算）

１　国民体育大会への参加支援
２　競技力向上事業
３　SWANプロジェクトの推進
４　競技者等サポート事業
５　スポーツ少年団の育成
６　スポーツ普及・交流事業の推進
７　総合型地域スポーツクラブの育成支援
８　スポーツに関する情報提供、振興功労者の表彰
9　中長期計画の策定、独自財源の確保、適合性審査
10　創立75周年記念事業の実施
11　新型コロナウイルスに対する取組

223,768,000 820,000 1,070,000 225,658,000
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２　長野県スポーツ少年団の活動

　長野県スポーツ少年団は、昭和39年11月の創設以来、県教育委員会や市町村スポーツ少年団等と連携し
た各種事業を通じて、スポーツによる青少年の健全育成に努めてきた。
　とりわけ、昭和60年から開催する「長野県スポーツ少年団競技別交流大会」は、組織の発展とともにそ
の競技数を増やし、現在12競技で実施。毎年3,000人以上の参加を得て盛大に開催している。
　また、平成３年には、県下４地区に地区連絡協議会を立ち上げ、各種事業の輪番制や地域単位での交流
大会、指導者・母集団育成研修会などを積極的に展開。こうした地区連絡協議会や市町村スポーツ少年団
の地域に根付いた活動が、今日の長野県スポーツ少年団発展の礎を築いた。
　一方、少子化の加速や子どもたちを取り巻く生活・スポーツ環境の変化等を受け、近年の登録団員数は
減少傾向にあり、ピーク時の19,500名（平成19年度）と比べて令和３年度は12,889名と約30％減少。一人
でも多くの子どもたちに多様な運動機会と歓びを提供するため、従来のスポーツ少年団理念に基づく活動
を継承しつつ、地域スポーツや学校部活動との連携も視野に入れた新たなスポーツ少年団組織の構築が課
題となっている。

■昭和61年以降の主な事業
　○第37回全国スポーツ少年団大会
　　　「はぐくもう　あふれる友情　信州の地で」を大会スローガンに掲げ、第37回全国スポーツ少年大

会が平成11年７月28日～８月１日、伊那市の国立信州高遠青少年自然の家を主会場に開催された。全
国の都道府県スポーツ少年団から約340名の団員・指導者が集結。前年の長野冬季オリンピック（ノ
ルディック複合）に出場した荻原次晴選手の記念講演や蕎麦打ち体験、守屋山登山など多岐にわたる
プログラムを通じて団員同士の交流を深めた。

　○第２回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
　　　長野市の真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）

を舞台に、第２回全国スポーツ少年団バレーボール交流
大会が平成17年３月26日に開幕。全国から男子10チーム、
女子48チームを迎え、４日間にわたり熱戦を繰り広げた。

　　　結果は地元の長野県勢が大活躍。男子の松川町スポー
ツ少年団は、予選２組を３勝１敗と勝ち越し２位に入っ
た。女子は小布施スポーツ少年団が持ち前の粘り強さで
予選リーグ、決勝トーナメントを勝ち進み、見事準優勝
を果たした。

　○創設50周年記念式典
　　　長野県スポーツ少年団創設50周年記念式典が平成26年12月７日、長野市内のホテルで開かれた。県

教育委員会や少年団関係者ら約100名が出席。多年にわたり長野県スポーツ少年団の発展に寄与した
405名の功労指導者、286団の優秀単位団を表彰し、これまでの活動実績を振り返るとともに、今後の
さらなる発展に向けて決意を新たにした。

　　　この日は、ほかに北野建設スキー部（当時）の荻原健司氏による「スポーツ少年団から世界へ」と
題した記念講演や祝賀会が開かれた。
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■歴代本部長・副本部長（昭和61年度以降）	 	 	 	

年度 本部長 副本部長

Ｓ61～62 竹内　隆夫 宮澤　宏昌 大西雄太郎 渡辺　文雄

Ｓ63 宮澤　宏昌 大西雄太郎 渡辺　文雄 林　　　侃

H１～H２ 宮澤　宏昌 大西雄太郎 林　　　侃 平林　源治

H３～H４ 宮澤　宏昌
大西雄太郎 林　　　侃 平林　源治

黒澤　正憲

H５～H６ 宮澤　宏昌
大西雄太郎 林　　　侃 黒澤　正憲

小林　公喜

H７～H８ 宮澤　宏昌
大西雄太郎 黒澤　正憲 猿谷　壮二

葛城　嘉光 小林　計正

H9～H10 宮澤　宏昌
大西雄太郎 黒澤　正憲 猿谷　壮二

葛城　嘉光 小林　計正 柴　満喜夫

H11～H12 大西　雄太郎
黒澤　正憲 猿谷　壮二 葛城　嘉光

柴　満喜夫 古林恒太郎 荒井　英彦

H13～H14 大西　雄太郎
柴　満喜夫 古林恒太郎 清水　一人

菊池　　渡 山﨑　藤雄

H15～H16 大西　雄太郎
柴　満喜夫 清水　一人 菊池　　渡

野田　正彦 山﨑　藤雄

H17～H18 大西　雄太郎
柴　満喜夫 清水　一人 菊池　　渡

野田　正彦 三村　　保

H19～H20 大西　雄太郎
柴　満喜夫 清水　一人 菊池　　渡

野田　正彦 宮本　正之

H21～H22 大西　雄太郎
柴　満喜夫 清水　一人 菊池　　渡

野田　正彦 飛沢　文人

H23～H24 大西　雄太郎
柴　満喜夫 清水　一人 菊池　　渡

野田　正彦 原　　一樹

H25～H26 大西　雄太郎
柴　満喜夫 清水　一人 菊池　　渡

野田　正彦 茅野　繁巳

H27～H28 柴　満喜夫
清水　一人 菊池　　渡 谷道　七郎

小野沢弘夫 丸山　隆義

H29～H30 柴　満喜夫
清水　一人 谷道　七郎 宮下　省二

内山　充栄 丸山　隆義

H31～R２ 清水　一人
宮下　省二 保坂　正雄 加々美浩一

内山　充栄 茅野　繁巳

R３～ 清水　一人
宮下　省二 保坂　正雄 加々美浩一

北島　隆英 茅野　繁巳
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■登録団数・団員数・指導者数（昭和61年度以降）	 	 	 	 	 	

年度 団数 団員数 指導者数 年度 団数 団員数 指導者数

Ｓ61 328 13,563 2,274 H16 535 18,223 3,393 

Ｓ62 343 13,885 2,403 H17 557 19,154 3,681 

Ｓ63 391 14,804 2,689 H18 558 18,813 3,793 

H１ 427 16,071 2,745 H19 597 19,500 4,008 

H２ 421 15,916 2,664 H20 588 19,198 4,073 

H３ 416 15,635 2,635 H21 581 18,710 4,075 

H４ 434 16,140 2,693 H22 585 18,537 4,129 

H５ 447 15,800 2,820 H23 596 17,977 4,196 

H６ 470 16,382 2,863 H24 586 17,303 4,098 

H７ 473 15,871 2,813 H25 584 16,811 3,977 

H８ 478 15,553 2,774 H26 583 16,139 3,958 

H9 482 14,732 2,824 H27 565 15,993 3,857 

H10 488 15,033 2,840 H28 554 15,471 3,681 

H11 486 15,131 2,787 H29 545 15,287 3,602 

H12 503 15,927 2,805 H30 547 14,651 3,540 

H13 513 16,490 2,887 R１ 531 14,053 3,439 

H14 515 17,525 3,106 R２ 509 12,419 2,283 

H15 519 17,921 3,194 R３ 514 12,889 2,088 



- 41 -

第２章　長野県スポーツ協会の活動

３　スポーツ振興功績者表彰 歴代受賞者（昭和61年度以降）

有功章
年度 氏名 住所 備考
Ｓ61 伊　藤　義　民 松本市 県スケート連盟
Ｓ61 竹　節　元千代 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｓ61 猪　股　直　衛 北安曇郡小谷村 ㈶県スキー連盟
Ｓ61 吉　沢　睦　美 飯田市 県水泳連盟
Ｓ61 松　原　一　三 木曽郡南木曽町 長野陸上競技協会
Ｓ61 青　島　正　利 上田市 県アマチュアボクシング連盟
Ｓ61 小　口　泰　良 岡谷市 県軟式庭球連盟
Ｓ61 太　田　信　男 諏訪市 県卓球連盟
Ｓ61 小　林　正　廣 長野市 県相撲連盟
Ｓ61 原　　　幸　宣 上伊那郡辰野町 県柔道連盟
Ｓ61 長　浦　音　吉 更埴市 県バドミントン協会
Ｓ61 古　澤　　　博 飯山市 県弓道連盟
Ｓ61 小　松　茂　喜 岡谷市 県剣道連盟
Ｓ61 大　石　　　治 上田市 県高等学校体育連盟
Ｓ61 平　出　美保一 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｓ61 立　花　　　茂 南安曇郡安曇村 南安曇郡体育協会
Ｓ61 小　口　茂　和 松本市 松本体育協会
Ｓ61 川　上　武　男 飯田市 飯田市体育協会
Ｓ61 岩　波　啓　富 諏訪市 諏訪市体育協会
Ｓ61 柳　田　幸　雄 小諸市 小諸市体育協会
Ｓ61 古　林　恒太郎 塩尻市 塩尻市体育協会
Ｓ61 楜　澤　　　仁 佐久市 佐久市体育協会
Ｓ62 五　味　竹　雄 諏訪市 県スケート連盟
Ｓ62 小　出　辰　猪 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｓ62 高　橋　恒　和 長野市 県陸上競技協会
Ｓ62 山　田　忠　宏 松本市 県テニス協会
Ｓ62 原　　　　　敏 岡谷市 県バレーボール協会
Ｓ62 松　本　忠　太 松本市 県軟式庭球連盟
Ｓ62 田　中　友　道 上田市 県卓球連盟
Ｓ62 石　井　春　男 岡谷市 県相撲連盟
Ｓ62 赤　羽　幸　雄 諏訪市 県バドミントン協会
Ｓ62 宮　沢　　　廣 長野市 県弓道連盟
Ｓ62 小　平　初　郎 佐久市 県剣道連盟
Ｓ62 町　田　和　信 長野市 県山岳協会
Ｓ62 川　上　喜増男 松本市 県銃剣道連盟
Ｓ62 松　岡　信　雄 小県郡真田町 小県郡体育協会
Ｓ62 藤　沢　光　嗣 松本市 松本市体育協会
Ｓ62 小　林　軍　治 上田市 上田市体育協会
Ｓ62 栗　林　　　實 小諸市 小諸市体育協会
Ｓ62 松　崎　隆　道 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｓ62 猿　谷　壮　二 佐久市 佐久市体育協会
Ｓ62 平　松　　　剛 上田市 高等学校体育連盟
Ｓ62 渡　邊　伊　八 長野市 高等学校体育連盟
Ｓ63 鈴　木　忠　彦 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｓ63 松　沢　国　夫 諏訪市 県アイスホッケー連盟
Ｓ63 松　沢　徳　雄 松本市 ㈶県スキー連盟
Ｓ63 五　明　幸　夫 長野市 県水泳連盟
Ｓ63 依　田　良　春 長野市 県陸上競技協会
Ｓ63 斉　藤　吉　栄 上田市 県アマチュアボクシング連盟
Ｓ63 立　石　　　厳　 諏訪市 県バレーボール協会・県高等学校体育連盟
Ｓ63 中　島　良　夫 長野市 県バスケットボール協会
Ｓ63 穂　刈　　　勇 松本市 県自転車競技連盟
Ｓ63 芳　賀　長　治 松本市 県軟式庭球連盟
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年度 氏名 住所 備考
Ｓ63 杉　田　仲　治 伊那市 県卓球連盟
Ｓ63 松　林　繁　雄 松本市 県軟式野球連盟
Ｓ63 竹　花　繁　典 小県郡丸子町 県相撲連盟・小県郡体育協会
Ｓ63 塚　田　和　男 長野市 県柔道連盟
Ｓ63 宮　本　金　作 長野市 県ソフトボール協会
Ｓ63 飯　島　勇　三 上田市 県バドミントン協会
Ｓ63 今　井　喜治郎 上田市 県弓道連盟
Ｓ63 上　松　陽之助 飯田市 県ラグビーフットボール協会
Ｓ63 武　田　　　武 北安曇郡松川村 県山岳協会
Ｓ63 秋　山　治　男 松本市 県銃剣道連盟
Ｓ63 稲　葉　恒　幸 上田市 県空手道連盟
Ｓ63 長　井　勘　爾 小県郡和田村 県ゲートボール連盟
Ｓ63 堀　内　正　美 南佐久郡小海町 南佐久郡体育協会
Ｓ63 鈴　木　将　敏 下伊那郡松川町 下伊那郡体育協会
Ｓ63 飯　田　悦　雄 上水内郡豊野町 上水内郡体育協会
Ｓ63 金　井　　　悟 松本市 松本体育協会
Ｓ63 今　井　孝　二 飯田市 飯田市体育協会
Ｓ63 高　橋　博　文 小諸市 小諸市体育協会
Ｓ63 戸　田　保　利 伊那市 伊那市体育協会
Ｓ63 森　　　仙　次 茅野市 茅野市体育協会
Ｓ63 清　水　洋太郎 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ01 浜　　　岩　二 諏訪市 県スケート連盟
Ｈ01 鈴　木　直　明 飯山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ01 清　水　　　一 駒ヶ根市 県陸上競技協会
Ｈ01 遠　山　善　助 上田市 県サッカー協会
Ｈ01 滝沢　助右之門 上田市 県テニス協会
Ｈ01 濱　　　美　郎 茅野市 県バスケット協会・茅野市体育連盟
Ｈ01 村　上　金　明 塩尻市 県軟式庭球連盟
Ｈ01 原　　　史　朗 松本市 県卓球連盟
Ｈ01 高　木　憲　男 塩尻市 県相撲連盟
Ｈ01 瀧　沢　　　汎 上田市 県柔道連盟
Ｈ01 松　澤　文　平 上田市 県ソフトボール協会
Ｈ01 遠　山　　　肇 飯田市 県弓道連盟
Ｈ01 上　嶋　治　雄 南安曇郡梓川村 県銃剣道連盟
Ｈ01 児　玉　恒　春 下高井郡山ノ内町 県ゲートボール協会
Ｈ01 北　沢　忠　義 諏訪市 県高校体育連盟
Ｈ01 原　田　　　泰 北佐久郡御代田町 北佐久郡体育協会
Ｈ01 細　川　三　夫 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ01 石　谷　　　喬 長野市 長野市体育協会
Ｈ01 小　林　武　義 松本市 松本体育協会
Ｈ01 下　村　三　郎 飯田市 飯田市体育協会
Ｈ01 唐　木　　　勉 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ01 中　牧　豊　光 大町市 大町市体育協会
Ｈ01 高　橋　次　男 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ02 井　出　宗　雄 南佐久郡小海町 県スケート連盟
Ｈ02 宮　島　　　久 大町市 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 木　村　紋　七 松本市 県水泳連盟
Ｈ02 小　山　義　雄 佐久市 県陸上競技協会
Ｈ02 横　内　　　冏 松本市 県サッカー協会
Ｈ02 飯　田　庄　吉 岡谷市 県テニス協会
Ｈ02 真　嶋　昌　弘 岡谷市 県バレーボール協会
Ｈ02 大　友　民　雄 上田市 県アマチュアボクシング連盟
Ｈ02 小　林　信　夫 長野市 県バスケットボール協会
Ｈ02 深　沢　　　茂 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ02 金　井　久　美 塩尻市 県軟式庭球連盟
Ｈ02 原　　　　　稔 須坂市 県卓球連盟
Ｈ02 小　林　茂　一 木曽郡木曽福島町 県相撲連盟
Ｈ02 船渡　吉左之門 小県郡丸子町 県柔道連盟
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年度 氏名 住所 備考
Ｈ02 大工原　留　雄 小県郡丸子町 県ソフトボール協会
Ｈ02 花　岡　重　行 長野市 県弓道連盟
Ｈ02 柿　沢　隆　喜 茅野市 県剣道連盟
Ｈ02 小笠原　一　義 南安曇郡三郷村 県銃剣道連盟
Ｈ02 金　井　忠　良 北佐久郡北御牧村 県ゲートボール連盟
Ｈ02 赤　松　光　雄 長野市 県高体連
Ｈ02 宮　崎　弘　行 南佐久郡佐久町 南佐久郡体育協会
Ｈ02 橋　詰　義　一 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ02 福　澤　修　二 下伊那郡豊丘村 下伊那郡体育協会
Ｈ02 酒　井　侊　喜 長野市 長野市体育協会
Ｈ02 斉　藤　　　傅 松本市 松本体育協会
Ｈ02 遠　藤　利　治 上田市 上田市体育協会
Ｈ02 荻　原　由　雄 諏訪市 諏訪市体育協会
Ｈ02 小　林　禎　仁 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ02 高　橋　泰　男 大町市 大町市体育協会
Ｈ02 丸　山　修　三 飯山市 飯水体育協会
Ｈ02 宮　森　伊八郎 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ03 千　野　潤　男 長野市 県スケート連盟
Ｈ03 黒　鳥　　　哲 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 佐々木　重　音 南佐久郡臼田町 県水泳連盟
Ｈ03 小　林　繁　人 松本市 県陸上競技協会
Ｈ03 荒　井　　　威 上田市 県アマチュアボクシング連盟
Ｈ03 中　澤　正　巳 埴科郡戸倉町 県ハンドボール協会
Ｈ03 太　田　　　勇 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ03 小　林　喜運治 長野市 県軟式庭球連盟
Ｈ03 大　瀧　昭　吉 岡谷市 県卓球連盟
Ｈ03 岡　本　　　章 埴科郡坂城町月見区 県軟式野球連盟
Ｈ03 高　川　秀　雄 長野市 県相撲連盟
Ｈ03 竹　内　敬　業 松本市 県柔道連盟
Ｈ03 桑　澤　英　晴 塩尻市 県バドミントン協会
Ｈ03 斎　藤　節　朗 長野市 県弓道連盟
Ｈ03 五　味　孝　重 茅野市 県銃剣道連盟
Ｈ03 百　瀬　常　雄 松本市 県ゲートボール連盟
Ｈ03 小　林　　　仁 松本市 県高等学校体育連盟
Ｈ03 塩　澤　　　潔 下伊那郡上郷町 下伊那郡体育協会
Ｈ03 斎　藤　芳　則 南安曇郡堀金村 南安曇郡体育協会
Ｈ03 西　澤　靖　二 北安曇郡池田町 北安曇郡体育協会
Ｈ03 手　塚　正　二 長野市 長野市体育協会
Ｈ03 増　沢　正　男 松本市 松本体育協会
Ｈ03 岩　草　　　満 上田市 上田市体育協会
Ｈ03 松　尾　　　豊 飯田市 飯田市体育協会
Ｈ03 竹　田　三　郎 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ03 市　村　治　雄 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ03 東　城　大　典 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ04 鈴　木　国　雄 上伊那郡飯島町 県スケート連盟
Ｈ04 松　村　佐太郎 中野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ04 秦　　　　　叡 長野市 県水泳連盟
Ｈ04 宮　尾　豊　美 長野市 県陸上競技協会
Ｈ04 保　坂　憲　男 上田市 県バスケットボール協会
Ｈ04 小　林　　　靖 小諸市 県アマチュアボクシング協会
Ｈ04 中　島　恒　夫 小県郡東部町 県ハンドボール協会
Ｈ04 斉　藤　　　博 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ04 酒　井　平　一 長野市 県ソフトテニス連盟
Ｈ04 野　本　道　夫 松本市 県卓球連盟
Ｈ04 林　　　史　郎 松本市 県軟式野球連盟
Ｈ04 松　尾　博　喜 埴科郡坂城町 県相撲連盟
Ｈ04 宮　原　三　治 佐久市 県柔道連盟
Ｈ04 下　村　幸　雄 松本市 県ソフトボール協会
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Ｈ04 高　橋　邦　夫 上田市 県バドミントン協会
Ｈ04 平　林　久　男 北安曇郡池田町 県弓道連盟
Ｈ04 今　村　義　久 松本市 県銃剣道連盟
Ｈ04 春　原　新之亟 上田市 県ゲートボール連盟
Ｈ04 伴　野　愼一郎 南佐久郡臼田町 南佐久郡体育協会
Ｈ04 岩　崎　由　一 上水内郡中条村 上水内郡体育協会
Ｈ04 岩　崎　茂　夫 長野市 長野市体育協会
Ｈ04 百　瀬　澄　江 松本市 松本体育協会
Ｈ04 土　屋　芳　則 上田市 上田市体育協会
Ｈ04 松　澤　一　夫 諏訪市 諏訪市体育協会
Ｈ04 坂　口　康　雄 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ04 松　本　茂　樹 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ05 片　倉　眞　平 岡谷市 県スケート連盟
Ｈ05 小　林　昭　一 小県郡真田町 ㈶県スキー連盟
Ｈ05 吉　川　七三衛 飯田市 県水泳連盟
Ｈ05 大　和　孝　司 塩尻市 長野陸上競技協会
Ｈ05 原　　　　　敏 須坂市 県バスケットボール協会・県中学校体育連盟
Ｈ05 望　月　　　豊 佐久市 県ハンドボール協会
Ｈ05 池　田　　　博 大町市 県ソフトテニス連盟
Ｈ05 湯　本　　　誠 下高井郡山ノ内町 県卓球連盟
Ｈ05 町　田　幸　雄 中野市 県軟式野球連盟
Ｈ05 山　瀬　　　了 木曽郡上松町 県相撲連盟
Ｈ05 山　田　正　俊 長野市 県ソフトボール協会
Ｈ05 長　橋　秋　男 長野市 県弓道連盟
Ｈ05 中　村　茂　雄 上田市 県クレー射撃協会
Ｈ05 伊　藤　昭　治 南安曇郡豊科町 県高等学校体育連盟
Ｈ05 小　原　新　市 松本市 東筑摩郡体育協会
Ｈ05 中　田　精一郎 南安曇郡三郷村 南安曇郡体育協会
Ｈ05 小　林　　　貞 長野市 長野市体育協会
Ｈ05 久保田　敏　雄 松本市 松本体育協会
Ｈ05 櫻　井　重　治 上田市 上田市体育協会
Ｈ05 原　　　佳　明 飯田市 飯田市体育協会・県ラグビーフットボール協会
Ｈ05 土　屋　榮三郎 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ05 大　塚　禮　三 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ05 堀　　　　　晃 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ06 花　岡　和　秀 岡谷市 県スケート連盟
Ｈ06 郷　津　　　勝 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ06 河　西　　　勇 諏訪市 県漕艇協会
Ｈ06 赤　羽　福次郎 上田市 長野陸上競技協会
Ｈ06 若　尾　勝　美 上伊那郡辰野町 県バレーボール協会
Ｈ06 金　澤　良　平 長野市 県ソフトテニス連盟
Ｈ06 萱　津　俶　浩 諏訪郡下諏訪町 県軟式野球連盟
Ｈ06 三　村　喜一郎 木曽郡木曽福島町 県相撲連盟
Ｈ06 上　松　正　巳 飯山市 県柔道連盟
Ｈ06 松　崎　博　司 伊那市 県ソフトボール協会
Ｈ06 井　堀　孝　雄 長野市 県弓道連盟
Ｈ06 小　林　英次郎 上田市 県銃剣道連盟
Ｈ06 内　山　喜　六 上水内郡豊野町 県クレー射撃協会
Ｈ06 原　　　甲　一 長野市 県綱引連盟
Ｈ06 葛　城　嘉　光 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ06 佐々木　武　司 下伊那郡阿智村 下伊那郡体育協会
Ｈ06 上　原　十三蔵 松本市 松本体育協会
Ｈ06 横　山　二　男 上田市 上田市体育協会
Ｈ06 原　田　俊　雄 飯田市 飯田市体育協会
Ｈ06 有　賀　　　裕 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ06 井　出　重　郎 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ06 林　　　孟　彦 北安曇郡池田町 県高等学校体育連盟
Ｈ07 八　田　達　男 長野市 県スケート連盟
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Ｈ07 宮　原　喜和太 小県郡真田町 ㈶県スキー連盟
Ｈ07 河　西　孝　雄 諏訪郡下諏訪町 県漕艇協会
Ｈ07 深　澤　幸　雄 諏訪市 県水泳連盟
Ｈ07 小　松　勇　一 諏訪市 県ヨット連盟
Ｈ07 牛　越　喜重郎 東筑摩郡生坂村 長野陸上競技協会
Ｈ07 北　村　喜　男 大町市 ㈶県バレーボール協会
Ｈ07 柳　沢　民　弥 佐久市 県ハンドボール協会
Ｈ07 岩　井　秀　晃 岡谷市 県ソフトテニス連盟
Ｈ07 谷　道　七　郎 下伊那郡高森町 県卓球連盟
Ｈ07 水　野　康　太 佐久市 県軟式野球連盟
Ｈ07 森　島　久　利　 松本市 県柔道連盟
Ｈ07 向　山　明　夫 伊那市 県ソフトボール協会
Ｈ07 井　口　喜　八 塩尻市 県銃剣道連盟
Ｈ07 村　松　康　尾 飯田市 県弓道連盟
Ｈ07 布　施　芳　子 松本市 県なぎなた連盟
Ｈ07 竹　林　敏　博 塩尻市 県ゲートボール連盟
Ｈ07 市　川　猶　男 下伊那郡豊丘村 下伊那郡体育協会
Ｈ07 井　出　裕　通 長野市 ㈶長野市体育協会
Ｈ07 赤　羽　正　久 松本市 ㈶松本体育協会
Ｈ07 翠　川　和　雄 小県郡長門町 ㈶上田市体育協会
Ｈ07 小　口　悦　司 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ07 藤　井　　　篤 飯田市 ㈶飯田市体育協会
Ｈ07 小　山　千　春 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ07 中　里　正　昭 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ07 中　島　　　享 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ07 山　崎　正　治 松本市 県高等学校体育連盟・県バスケットボール協会
Ｈ08 松　本　充　雄 諏訪市 県スケート連盟
Ｈ08 塩　島　澄　博 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ08 大久保　日出男 諏訪郡原村 県水泳連盟
Ｈ08 宮　坂　祐　次 諏訪市 県漕艇協会
Ｈ08 清　水　峯　雄 長野市 ㈶県バレーボール協会
Ｈ08 小　林　哲　三 上田市 県ソフトテニス連盟
Ｈ08 美齊津　昌　夫 小諸市 県卓球連盟
Ｈ08 佐　藤　文　一 長野市 県軟式野球連盟
Ｈ08 岡　本　栄八郎 長野市 県柔道連盟
Ｈ08 徳　嵩　　　清 松本市 県ソフトボール協会
Ｈ08 小　林　義　行 長野市 県弓道連盟
Ｈ08 田　村　宣　紀 長野市 県山岳協会
Ｈ08 安　藤　　　至 塩尻市 県銃剣道連盟
Ｈ08 荻　原　邦　雄 上水内郡豊野町 県ゲートボール連盟
Ｈ08 滝　沢　保　男 木曽郡大桑村 木曽郡体育協会
Ｈ08 豊　城　麟太郎 埴科郡戸倉町 埴科体育協会
Ｈ08 成　澤　秀　敏 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ08 千　代　馨　脩 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ08 大　島　俶　子 飯田市 ㈶飯田市体育協会
Ｈ08 増　澤　　　哲 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ08 菊　池　　　渡 飯山市 飯水体育協会
Ｈ08 栗　山　秀　雄 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ08 藤　澤　愛　僖 長野市 県高等学校体育連盟
Ｈ09 大　竹　義　雄 長野市 長野陸上競技協会
Ｈ09 山　田　英　男 小諸市 ㈶県バレーボール協会
Ｈ09 山　嵜　喜　弘 長野市 県ソフトテニス連盟
Ｈ09 田　中　　　稔 北佐久郡望月町 県卓球連盟
Ｈ09 下　林　信　義 東筑摩郡波田町 県軟式野球連盟
Ｈ09 吉　岡　茂　夫 上田市 県相撲連盟
Ｈ09 儀　藤　健　治 松本市 県柔道連盟
Ｈ09 野　溝　和　男 伊那市 県ソフトボール協会
Ｈ09 山　川　茂　樹 伊那市 県弓道連盟
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Ｈ09 小　池　和　幸 長野市 県剣道連盟
Ｈ09 塚　田　喜久男 長野市 県銃剣道連盟
Ｈ09 市　川　安　芳 長野市 県綱引連盟
Ｈ09 久保田　信　栄 長野市 県ゲートボール連盟
Ｈ09 大　野　重　治 長野市 県バウンドテニス協会
Ｈ09 小　林　　　逸 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ09 井　口　　　陽 下伊那郡松川町 下伊那郡体育協会
Ｈ09 上　沼　保　夫 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ09 所　沢　千　秀 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ09 小　林　宣　夫 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ09 山　浦　正　孝 上田市 県高等学校体育連盟
Ｈ09 内　田　靖　男 長野市 県高等学校体育連盟
Ｈ10 鷹　野　　　隆 長野市 県スケート連盟
Ｈ10 浅　川　孝　典 茅野市 県アイスホッケー連盟
Ｈ10 大　川　良　雄 長野市 県水泳連盟
Ｈ10 福　島　康　人 飯田市 長野陸上競技協会
Ｈ10 矢　島　秀　次 飯田市 ㈶県バレーボール協会
Ｈ10 大宮司　洋　一 東筑摩郡波田町 県アマチュアボクシング連盟
Ｈ10 岡　庭　　　巴 飯田市 県体操協会
Ｈ10 小　林　和　夫 長野市 県バスケットボール協会
Ｈ10 加　藤　雅　之 佐久市 県ハンドボール協会
Ｈ10 長　田　　　功 上田市 県ソフトテニス連盟
Ｈ10 吉　越　良三郎 諏訪市 県軟式野球連盟
Ｈ10 柿　崎　庫之助 木曽郡木曽福島町 県相撲連盟
Ｈ10 大　森　素　久 諏訪郡下諏訪町 県柔道連盟
Ｈ10 土　川　俊　市 木曽郡楢川村 県弓道連盟
Ｈ10 北　原　正　友 松本市 県銃剣道連盟
Ｈ10 生　島　長　宏 上田市 県綱引連盟
Ｈ10 大工原　忠太郎 南佐久郡臼田町 県ゲートボール連盟
Ｈ10 櫻　井　　　眞 南佐久郡八千穂村 南佐久郡体育協会
Ｈ10 五　味　勇　吉 諏訪郡原村 諏訪郡体育協会
Ｈ10 小　林　謙　三 下伊那郡阿南町 下伊那郡体育協会
Ｈ10 安　田　良　一 木曽郡木曽福島町 木曽郡体育協会
Ｈ10 田　邉　昭　夫 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ10 大　槻　智恵子 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ10 佐々木　治　夫 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ10 大　井　初　巳 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ10 古　牧　　　勲 塩尻市 塩尻市体育協会
Ｈ10 浦　野　　　智 飯田市 県高等学校体育連盟
Ｈ11 牛　山　雅　弘 茅野市 県スケート連盟
Ｈ11 監　物　鉱　三 軽井沢町 県アイスホッケー連盟
Ｈ11 丸　山　庄　司 白馬町 ㈶県スキー連盟
Ｈ11 藤　本　勝　彦 長野市 長野陸上競技協会
Ｈ11 三ツ井　　　晋 長野市 県バレーボール協会
Ｈ11 茅　野　禎　男 松本市 県バスケットボール協会
Ｈ11 青　木　　　崇 更埴市 県ハンドボール協会
Ｈ11 斉　藤　甲子夫 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ11 三　沢　貞　一 伊那市 県ソフトテニス連盟
Ｈ11 岩　崎　忠　三 須坂市 県卓球連盟
Ｈ11 大　森　袈裟董 上田市 県軟式野球連盟
Ｈ11 植　原　延　夫 木曽福島町 県相撲連盟
Ｈ11 松　島　　　隆 松本市 県柔道連盟
Ｈ11 小岩井　八重子 松本市 県弓道連盟
Ｈ11 遠　山　　　稔 飯山市 県綱引連盟
Ｈ11 赤　地　史　郎 戸倉町 県ゲートボール連盟
Ｈ11 峯　村　寿　一 豊野町 県バウンドテニス協会
Ｈ11 関　　　美喜男 長野市 県野球連盟
Ｈ11 原　　　徳　則 坂城町 県マレットゴルフ連盟



- 47 -

第２章　長野県スポーツ協会の活動

年度 氏名 住所 備考
Ｈ11 小　林　悦　雄 下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ11 福　沢　　　誠 豊丘村 下伊那郡体育協会
Ｈ11 山　口　文　彦 堀金村 南安曇郡体育協会
Ｈ11 堂　野　忠　司 上田市 上田市体育協会
Ｈ11 金　子　昭　次 岡谷市 岡谷市体育協会
Ｈ11 中　沢　一　夫 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ11 中　村　信　一 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ11 白　沢　寛　人 長野市 県高等学校体育連盟
Ｈ12 吉　田　末　廣 北佐久郡御代田町 県スケート連盟
Ｈ12 矢　口　　　賢 須坂市 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 柏　木　喜　雄 佐久市 長野陸上競技協会
Ｈ12 草　間　　　茂 長野市 県バレーボール協会
Ｈ12 松　木　則　好 諏訪市 県バスケットボール協会
Ｈ12 塩　川　睦　弘 小諸市 県ハンドボール協会
Ｈ12 岩　崎　直　章 南安曇郡穂高町 県ソフトテニス連盟
Ｈ12 山　崎　次　良 上高井郡小布施町 県卓球連盟
Ｈ12 宮　崎　　　啓 飯田市 県軟式野球連盟
Ｈ12 百　瀬　上　人 木曽郡木曽福島町 県相撲連盟
Ｈ12 清　水　　　浩 佐久市 県柔道連盟
Ｈ12 市　川　茂　太 長野市 県弓道連盟
Ｈ12 山　内　輝　子 上田市 県なぎなた連盟
Ｈ12 木　榑　　　喬 佐久市 県綱引連盟
Ｈ12 原　　　壽　男 木曽郡木曽福島町 県ゲートボール連盟
Ｈ12 島　田　高　子 長野市 県バウンドテニス協会
Ｈ12 小　平　庸　中 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ12 中　澤　正　美 長野市 長野市体育協会
Ｈ12 橋　本　末　光 松本市 松本体育協会
Ｈ12 川　口　雅　司 飯山市 飯水体育協会
Ｈ12 柳　澤　照　明 更埴市 更埴体育協会
Ｈ12 遠　藤　六　郎 更埴市 県高体連
Ｈ13 降　籏　教　彦 南安曇郡三郷村 県スケート連盟
Ｈ13 児　玉　幹　夫 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 佐　藤　俊　平 飯山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 中　澤　正　治 長野市 県水泳連盟
Ｈ13 唐　澤　君　雄 駒ヶ根市 長野陸上競技協会
Ｈ13 関　　　武　紀 佐久市 県バレーボール協会
Ｈ13 若　林　　　裕 飯田市 県バスケットボール協会
Ｈ13 山　田　隆　稔 松本市 県ソフトテニス連盟
Ｈ13 小　泉　隆　信 諏訪市 県卓球連盟
Ｈ13 石　井　　　實 塩尻市 県軟式野球連盟
Ｈ13 磯　尾　宗　一 木曽郡日義村 県相撲連盟
Ｈ13 石　田　和　増 長野市 県柔道連盟
Ｈ13 宇都宮　　　保 長野市 県ラグビーフットボール協会
Ｈ13 笠　原　房　子 南安曇郡三郷村 県なぎなた連盟
Ｈ13 小　池　靖　彦 伊那市 県少林寺拳法連盟
Ｈ13 村　上　貞　男 茅野市 県ゲートボール連盟
Ｈ13 伊　藤　雄　二 諏訪郡原村 諏訪郡体育協会
Ｈ13 鈴　木　康　夫 長野市 長野市体育協会
Ｈ13 甲　斐　忠　孝 松本市 松本体育協会
Ｈ13 福　沢　　　正 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ13 武　田　貞　四 中野市 中野市体育協会
Ｈ13 三　沢　光　広 塩尻市 塩尻市体育協会
Ｈ13 布　施　紀　彦 更埴市 県高等学校体育連盟
Ｈ14 林　　　泰　章 岡谷市 県スケート連盟
Ｈ14 山　田　六　一 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ14 上　原　欽　次 小県郡真田町 ㈶県スキー連盟
Ｈ14 矢　澤　章　弘 飯田市 県水泳連盟
Ｈ14 齋　藤　　　治 松本市 県バレーボール協会
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Ｈ14 山　崎　良　二 須坂市 県ソフトテニス連盟
Ｈ14 峯　村　威　男 長野市 県卓球連盟
Ｈ14 森　下　　　清 上伊那郡宮田村 県軟式野球連盟
Ｈ14 中　村　一　幸 長野市 県柔道連盟
Ｈ14 栁　澤　守　彦 上田市 県ソフトボール協会
Ｈ14 清　水　克　也 上田市 県弓道連盟
Ｈ14 竹　内　重　雄 長野市 県綱引連盟
Ｈ14 井　上　忠　男 松本市 県ゲートボール連盟
Ｈ14 小　山　一　泰 長野市 県バウンドテニス協会
Ｈ14 藤　森　宗　清 松本市 県マレットゴルフ連盟
Ｈ14 石　澤　正　憲 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ14 布施谷　利　治 下高井郡山ノ内町 下高井郡体育協会
Ｈ14 塚　田　　　佐 長野市 ㈶長野市体育協会
Ｈ14 武　田　良　男 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ14 清　水　博　人 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ14 小　口　久　人 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ14 米　山　　　廣 塩尻市 塩尻市体育協会
Ｈ14 田　嶋　義　忠 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ15 笠　原　勝　司 山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 行　田　秀　美 諏訪市 県水泳連盟
Ｈ15 細　田　紀　一 東部町 長野陸上競技協会
Ｈ15 小　池　嘉　紀 諏訪市 県バレーボール協会
Ｈ15 田　島　春　男 飯田市 県レスリング協会
Ｈ15 成　田　　　詮　 飯山市 県ソフトテニス連盟
Ｈ15 塩　沢　堅　吉 長野市 県卓球連盟
Ｈ15 堀　内　正　樹 上田市 県軟式野球連盟
Ｈ15 竹　鼻　　　要 上田市 県柔道連盟
Ｈ15 田　中　軍　次 長野市 県相撲連盟
Ｈ15 桐　野　正　勝 伊那市 県ソフトボール協会
Ｈ15 山　越　須　往 本城村 県クレー射撃協会
Ｈ15 春　日　利　夫 千曲市 県ゲートボール協会
Ｈ15 千　野　　　昭 長野市 県綱引連盟
Ｈ15 細　江　幸　俊 軽井沢町 北佐久郡体育協会
Ｈ15 秋　山　長　雄 原村 諏訪郡体育協会
Ｈ15 田　上　　　望 木祖村 木曽郡体育協会
Ｈ15 林　　　良　一 岡谷市 岡谷市体育協会
Ｈ15 三　澤　剛　上 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ15 北　村　四　郎 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ15 湯　澤　寿　一 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ15 水　間　益　江 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ16 丸　山　仁　也 白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ16 小　泉　直　躬 上田市 県水泳連盟
Ｈ16 久保田　一　司 下諏訪町 県ボート協会
Ｈ16 酒　井　　　譽 飯田市 長野陸上競技協会
Ｈ16 斉　藤　明　人 茅野市 県バレーボール協会
Ｈ16 船　木　政　明 小布施町 県体操協会
Ｈ16 竹　内　喜久夫 小諸市 県レスリング協会
Ｈ16 伊　藤　仲　三 長野市 県軟式野球連盟
Ｈ16 奥　村　修　吉 南木曽町 県相撲連盟
Ｈ16 笹　井　計　知 長野市 県柔道連盟
Ｈ16 柳　澤　源　市 松本市 県ソフトボール協会
Ｈ16 武　田　清　美 飯田市 県クレー射撃協会
Ｈ16 片　桐　　　守 上伊那郡箕輪町 県マレットゴルフ連盟
Ｈ16 布　施　元　弘 臼田町 南佐久郡体育協会
Ｈ16 北　原　公　人 富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ16 阿　部　凱　人 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ16 大　峡　榮　治 須坂市 須坂市体育協会
Ｈ16 木　下　貞　治 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
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Ｈ16 両　角　喜　人 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ17 清　水　　　伸 上田市 県水泳連盟
Ｈ17 下　川　泰　秀 安曇野市 長野陸上競技協会
Ｈ17 一ノ瀬　守　司 塩尻市 県ソフトテニス連盟
Ｈ17 田　村　佳　紀 中野市 県軟式野球連盟
Ｈ17 箱　山　量　一 上田市 県相撲連盟
Ｈ17 小　林　昭　平 茅野市 県柔道連盟
Ｈ17 増　澤　寛　伍 安曇野市 県ソフトボール協会
Ｈ17 山　田　一　六 諏訪市 県バドミントン協会
Ｈ17 鵜　飼　鍵　一 飯田市 県クレー射撃協会
Ｈ17 山　本　　　弘 長野市 県バウンドテニス協会
Ｈ17 古　畑　公　幸 松本市 県合気道連合会
Ｈ17 依　田　和　武 埴科郡坂城町 県高等学校体育連盟
Ｈ17 大　野　栄　作 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ17 田　中　秀　典 飯田市 飯田市体育協会
Ｈ17 中　村　理　一 須坂市 須坂市体育協会
Ｈ17 降　旗　　　正 大町市 大町市体育協会
Ｈ17 倉　沢　恒　雄 塩尻市 塩尻市体育協会
Ｈ18 飯　田　和　正 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ18 赤　羽　八洲男 上伊那郡辰野町 ㈶県バレーボール協会
Ｈ18 伊　藤　次　夫 北安曇郡池田町 北安曇郡体育協会
Ｈ18 小　池　權　衛 南佐久郡小海町 県柔道連盟
Ｈ18 青　木　周　一 須坂市 須坂市体育協会
Ｈ18 松　井　　　勝 中野市 県ソフトテニス連盟
Ｈ18 飯　島　えい子 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ18 櫻　井　耕　三 長野市 県弓道連盟
Ｈ18 後　藤　幸　雄 長野市 県バウンドテニス協会
Ｈ18 堀　内　今朝男 上田市 県アマチュアボクシング連盟
Ｈ18 山　下　善　廣 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ18 武　井　貞　文 岡谷市 県水泳連盟
Ｈ18 今　井　良　雄 長野市 ㈶長野市体育協会
Ｈ18 荻　原　幹　雄 松本市 県高等学校体育連盟
Ｈ18 浅　井　英　登 上田市 県バスケットボール協会
Ｈ18 古　條　正　行 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ18 白　沢　　　潔 安曇野市 県テニス協会
Ｈ18 平　林　良　治 安曇野市 県バドミントン協会
Ｈ18 横　山　元　佳 松本市 県相撲連盟
Ｈ18 富　松　健　夫 上田市 県陸上競技協会
Ｈ18 市　川　　　弘 長野市 県ソフトボール協会
Ｈ18 土　屋　建　治 東御市 小諸市体育協会
Ｈ18 高　木　　　功 中野市 中野市体育協会
Ｈ18 宮　下　宗　盛 東筑摩郡波田町 ㈳県サッカー協会
Ｈ18 内　川　重　利 上田市 県軟式野球連盟
Ｈ18 河　西　元太郎 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ19 湶　　　　　勉 上田市 上田市体育協会
Ｈ19 伊　坂　倉　一 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ19 岩　下　清　水 飯田市 県サッカー協会
Ｈ19 浦　野　義　忠 長野市 長野陸上競技協会
Ｈ19 荻　原　　　勉 中野市 中野市体育協会
Ｈ19 加　藤　邦　人 南佐久郡小海町 県スケート連盟
Ｈ19 後　藤　正　行 長野市 県バウンドテニス協会
Ｈ19 小　林　安　廣 須坂市 県水泳連盟
Ｈ19 五　味　秀　彦 松本市 県バスケットボール協会
Ｈ19 塩　沢　清　治 下伊那郡下條村 下伊那郡体育協会
Ｈ19 下　﨑　　　保 千曲市 千曲市体育協会
Ｈ19 城　田　忠　承 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ19 杉　村　彰　則 岡谷市 県バレーボール協会
Ｈ19 高　井　忠　史 上田市 県弓道連盟
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Ｈ19 田　中　　　浩 諏訪郡原村 諏訪郡体育協会
Ｈ19 土　屋　篤　衛 上田市 県ソフトボール協会
Ｈ19 中　村　協　和 木曽郡木曽町 県相撲連盟
Ｈ19 松　本　守　博 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ19 三　浦　智　之 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ19 森　山　茂　勝 須坂市 須坂市体育協会
Ｈ19 吉　崎　鶴　代 松本市 県テニス協会
Ｈ19 渡　辺　展　猛 安曇野市 県柔道連盟
Ｈ20 山　岸　文　典 茅野市 県スケート連盟
Ｈ20 濱　野　満千雄 長野市 県水泳連盟
Ｈ20 伊　東　道　善 長野市 長野陸上競技協会
Ｈ20 片　桐　武　夫 長野市 ㈳県サッカー協会
Ｈ20 羽　田　　　孜 東京都千代田区 ㈶県バレーボール協会
Ｈ20 中　島　輝　夫 須坂市 県バスケットボール協会
Ｈ20 甲　田　保　雄 上田市 県レスリング協会
Ｈ20 浅　原　昭　一 北安曇郡池田町 県自転車競技連盟
Ｈ20 細　川　　　久 諏訪郡富士見町 県軟式野球連盟
Ｈ20 小　牧　文　敏 伊那市 県ソフトボール協会
Ｈ20 平　野　英　孝 飯山市 県弓道連盟
Ｈ20 二　木　茂　光 安曇野市 県剣道連盟
Ｈ20 下　﨑　慶　一 千曲市 県クレー射撃協会
Ｈ20 根　橋　　　寛 上田市 県空手道連盟
Ｈ20 降　旗　茂　孝 安曇野市 県ゲートボール連盟
Ｈ20 立　岩　之　博 長野市 県バウンドテニス協会
Ｈ20 平　林　平　治 諏訪市 県ゴルフ協会
Ｈ20 宮　腰　祐　吉 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ20 大　家　幸　雄 木曽郡王滝村 木曽郡体育協会
Ｈ20 堀　内　　　昭 松本市 ㈶松本体育協会
Ｈ20 増　澤　延　男 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ20 林　　　裕　藏 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ20 齋　藤　吉　登 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ20 高　山　喬　樹 安曇野市 安曇野市体育協会
Ｈ20 中　野　隆　夫 木曽郡上松町 県中学校体育連盟
Ｈ21 篠　原　邦　彦 長野市 県水泳連盟
Ｈ21 小　山　利　男 長野市 県セーリングヨット連盟
Ｈ21 石　黒　勝　美 大町市 長野陸上競技協会
Ｈ21 北　沢　利　夫 大町市 ㈳県サッカー協会
Ｈ21 三　村　　　功 松本市 県テニス協会
Ｈ21 髙　橋　慈　夫 松本市 ㈶県バレーボール協会
Ｈ21 石　坂　喜久雄 長野市 県バスケットボール協会
Ｈ21 小　林　哲　夫 上田市 県レスリング協会
Ｈ21 宮　嵜　邦　男 長野市 県卓球連盟
Ｈ21 田　村　久　美 諏訪市 県軟式野球連盟
Ｈ21 勝　野　誠　吾 木曽郡大桑村 県相撲連盟
Ｈ21 木　内　義　雄 長野市 県柔道連盟
Ｈ21 小　林　丈　夫 茅野市 県ソフトボール協会
Ｈ21 北　村　彌　昌 駒ヶ根市 県弓道連盟
Ｈ21 伊　藤　　　仁 長野市 県空手道連盟
Ｈ21 西　原　友　昭 松本市 県ゲートボール連盟
Ｈ21 髙　木　重　由 諏訪郡下諏訪町 県バウンドテニス協会
Ｈ21 髙　山　久　男 諏訪市 県野球連盟
Ｈ21 中　島　　　睦 北安曇郡池田町 県マレットゴルフ連盟
Ｈ21 小　林　明　子 長野市 県ゴルフ協会
Ｈ21 花　岡　　　豪 松本市 県中学校体育連盟
Ｈ21 奈良井　宏　美 塩尻市 県高等学校野球連盟
Ｈ21 長　田　　　皓 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ21 花　岡　増　夫 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ21 北　沢　豊　治 飯田市 ㈶飯田市体育協会
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Ｈ21 小　山　典　男 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ21 宮　坂　　　章 茅野市 NPO法人茅野市体育協会
Ｈ21 丸　山　俊　雄 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ22 野　口　行　敏 岡谷市 長野県スケート連盟
Ｈ22 吉　澤　邦　雄 下諏訪町 長野県水泳連盟
Ｈ22 小　山　健　英 長野市 長野県カヌー協会
Ｈ22 細　田　完　二 東御市 長野陸上競技協会
Ｈ22 上　條　恒　嗣 松本市 ㈳長野県サッカー協会
Ｈ22 太　田　　　衛 長野市 長野県テニス協会
Ｈ22 佐　藤　錬　二 安曇野市 ㈶長野県バレーボール協会
Ｈ22 赤　羽　喜　郎 箕輪町 長野県バスケットボール協会
Ｈ22 柏　木　景　岳 小諸市 長野県レスリング協会
Ｈ22 枽　田　重　門 松本市 長野県ソフトテニス連盟
Ｈ22 柳　沢　光　男 佐久市 長野県卓球連盟
Ｈ22 西　澤　茂　芳 長野市 長野県軟式野球連盟
Ｈ22 清　水　建　夫 松本市 長野県相撲連盟
Ｈ22 村　山　良　治 塩尻市 長野県柔道連盟
Ｈ22 須　沢　貞　夫 松川村 長野県ソフトボール協会
Ｈ22 倉　科　儀　男 池田町 長野県バドミントン協会
Ｈ22 外　薗　公　毅 駒ケ根市 長野県弓道連盟
Ｈ22 中　平　　　勝 飯田市 長野県ラグビーフットボール協会
Ｈ22 後　上　　　隆 松本市 長野県銃剣道連盟
Ｈ22 滝　沢　公　営 須坂市 長野県空手道連盟
Ｈ22 德　嵩　　　進 長野市 長野県綱引連盟
Ｈ22 関　　　初　男 諏訪市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ22 市　村　英　之 飯山市 長野県トライアスロン協会
Ｈ22 中　沢　伊久男 岡谷市 長野県ゴルフ協会
Ｈ22 小　林　公　賢 原村 諏訪郡体育協会
Ｈ22 野　神　善　造 松川町 下伊那郡体育協会
Ｈ22 淺　香　英　二 松本市 ㈶松本体育協会
Ｈ22 松　山　武　雄 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ22 酒　井　健　治 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ22 久保田　　　博 須坂市 長野県中学校体育連盟
Ｈ22 山　際　荘　一 須坂市 須坂市体育協会
Ｈ23 中　村　郷　見 千曲市 長野県水泳連盟
Ｈ23 増　田　喜代志 塩尻市 長野陸上競技協会
Ｈ23 唐　澤　陽　司 伊那市 ㈳長野県サッカー協会
Ｈ23 吉　澤　之　榮 飯田市 長野県テニス協会
Ｈ23 江　村　惠　一 岡谷市 （一財）長野県バレーボール協会
Ｈ23 長谷川　孟　三 茅野市 長野県バスケットボール協会
Ｈ23 荻　原　謙　一 御代田町 長野県レスリング協会
Ｈ23 芳　賀　敬　博 松本市 長野県軟式野球連盟
Ｈ23 杉　本　秀　芳 木曽町 長野県相撲連盟
Ｈ23 井　出　英　孝 小諸市 長野県柔道連盟
Ｈ23 宮　入　正　純 長野市 長野県ソフトボール協会
Ｈ23 降　旗　昭　雄 岡谷市 長野県弓道連盟
Ｈ23 渡　　　正　博 長野市 長野県バウンドテニス協会
Ｈ23 松　村　祐　治 安曇野市 長野県ゴルフ協会
Ｈ23 堀　江　啓　夫 岡谷市 諏訪郡体育協会
Ｈ23 栗　生　勝　由 阿南町 下伊那郡体育協会
Ｈ23 久　保　忠　夫 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ23 林　　　裕　彦 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ23 有　賀　文　夫 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ23 赤　須　和　彦 駒ケ根市 駒ケ根市体育協会
Ｈ23 武　井　　　深 塩尻市 ＮＰＯ法人塩尻市体育協会
Ｈ23 土　屋　敏　子 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ23 畠　山　義　人 佐久市 長野県中学校体育連盟
Ｈ23 古　澤　金　藏 長野市 長野県高等学校体育連盟
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Ｈ24 町　田　元　司 長野市 長野県水泳連盟
Ｈ24 森　泉　智　夫 佐久市 （一財）長野陸上競技協会
Ｈ24 小田川　　　昇 佐久市 長野県テニス協会
Ｈ24 竹　淵　光　雄 辰野町 （一財）長野県バレーボール協会
Ｈ24 佐　藤　敏　通 小諸市 長野県レスリング協会
Ｈ24 中　村　徳　雄 千曲市 長野県卓球連盟
Ｈ24 内　田　直　治 長野市 長野県軟式野球連盟
Ｈ24 笠　原　明　夫 塩尻市 長野県相撲連盟
Ｈ24 塚　田　修　三 長野市 長野県柔道連盟
Ｈ24 三　浦　啓　史 上田市 長野県ソフトボール協会
Ｈ24 勝　又　仁　志 阿南町 長野県ラグビーフットボール協会
Ｈ24 佐　藤　浩　市 松本市 長野県なぎなた連盟
Ｈ24 吉　原　心　月 長野市 長野県空手道連盟
Ｈ24 八　木　元　樹 安曇野市 長野県綱引連盟
Ｈ24 小　林　重　之 千曲市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ24 林　　　貞　治 坂城町 長野県トライアスロン協会
Ｈ24 古　田　　　力 長野市 長野県ゴルフ協会
Ｈ24 柳見澤　　　宏 長野市 長野県中学校体育連盟
Ｈ24 小　池　一　夫 富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ24 宮　下　　　保 松川町 下伊那郡体育協会
Ｈ24 相　澤　英　伸 松本市 ㈶松本体育協会
Ｈ24 丸　山　俊　治 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ24 小　林　征　功 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ24 山　内　義　冨 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ24 氣賀澤　德　義 駒ヶ根市 駒ケ根市体育協会
Ｈ24 田　中　　　稔 大町市 大町市体育協会
Ｈ24 小田川　利　男 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ25 石　田　治一郎 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ25 古　川　年　正 野沢温泉村 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ25 石　井　孝　男 千曲市 長野県水泳連盟
Ｈ25 遠　山　正　洋 箕輪町 （一財）長野陸上競技協会
Ｈ25 丹　羽　洋　介 長野市 （一社）長野県サッカー協会
Ｈ25 西　村　武　博 塩尻市 （一社）長野県サッカー協会
Ｈ25 大　浦　敏　孝 諏訪市 長野県テニス協会
Ｈ25 松　村　満　久 中川村 長野県ホッケー協会
Ｈ25 小　平　富　久 佐久市 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｈ25 小　平　　　学 佐久市 長野県レスリング協会
Ｈ25 陸　川　和　弘 岡谷市 長野県ソフトテニス連盟
Ｈ25 西　村　義　夫 安曇野市 長野県卓球連盟
Ｈ25 宮　坂　　　進　 諏訪市 長野県軟式野球連盟
Ｈ25 内　山　　　清 長野市 長野県柔道連盟
Ｈ25 油　井　周　二 佐久市 長野県空手道連盟
Ｈ25 小　山　幸　夫 長野市 長野県ローラースポーツ連盟
Ｈ25 小　林　　　清 安曇野市 長野県ゴルフ協会
Ｈ25 鷲　澤　正　一 長野市 （公財）長野市体育協会
Ｈ25 宮　坂　健　一 岡谷市 （公財）岡谷市体育協会
Ｈ25 笹　沢　幹　雄 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ25 林　　　憲　明 駒ヶ根市 駒ケ根市体育協会
Ｈ25 竹　村　武　人 大町市 大町市体育協会
Ｈ25 小　平　智　司 茅野市 （特非）茅野市体育協会
Ｈ25 滝　沢　　　弘 千曲市 （特非）千曲市体育協会
Ｈ25 土　屋　東一郎 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ25 小　松　茂　美 松本市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ25 古　川　善　行 飯田市 （公財）長野県体育協会
Ｈ25 吉　松　俊　一 千曲市 （公財）長野県体育協会
Ｈ26 太　谷　陽　一 北安曇郡白馬村 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ26 柄　澤　秀　樹 飯田市 長野県水泳連盟
Ｈ26 伊　藤　利　博 長野市 （一財）長野陸上競技協会
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Ｈ26 岡　田　隆　安 塩尻市 （一財）長野県バレーボール協会
Ｈ26 大　池　　　毅 小諸市 長野県レスリング協会
Ｈ26 岡　野　　　久 松本市 長野県卓球連盟
Ｈ26 長　崎　　　仁 松本市 長野県軟式野球連盟
Ｈ26 荒　井　　　清 長野市 長野県相撲連盟
Ｈ26 岩　下　富　夫 佐久市 長野県柔道連盟
Ｈ26 下　里　安　生 安曇野市 長野県ソフトボール協会
Ｈ26 西　澤　賢　治 千曲市 長野県バドミントン協会
Ｈ26 森　本　美佐子 伊那市 長野県なぎなた連盟
Ｈ26 三ツ井　　　盈 飯山市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ26 小　山　由紀子 長野市 長野県バウンドテニス協会
Ｈ26 宮　坂　久　臣 岡谷市 長野県ゴルフ協会
Ｈ26 原　野　隆　行 松本市 長野県合気道連盟
Ｈ26 菊　池　利　治 諏訪郡原村 諏訪郡体育協会
Ｈ26 金　田　忠　雄 松本市 （一財）松本体育協会
Ｈ26 三　澤　岩　視 伊那市 伊那市体育協会
Ｈ26 小　平　洋　子 茅野市 特定非営利活動法人茅野市体育協会
Ｈ26 倉　根　彦二郎 佐久市 佐久市体育協会
Ｈ26 酒　井　正　浩 下伊那郡阿智村 長野県中学校体育連盟
Ｈ26 金　物　壽　久 長野市 （公財）長野県体育協会
Ｈ27 畠　山　睦　夫 佐久市 長野県スケート連盟
Ｈ27 成　澤　勝　人 大町市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ27 浅　地　　　敏 長野市 長野県水泳連盟
Ｈ27 杉　﨑　憲　雄 上田市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ27 石　田　義　雄 松本市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｈ27 三　溝　裕　五 松本市 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｈ27 荒　井　邦　夫 上田市 長野県バスケットボール協会
Ｈ27 前　田　　　豊 小諸市 長野県レスリング協会 
Ｈ27 榊　原　進　哉 松本市 長野県ウエイトリフティング協会
Ｈ27 中　野　和　茂 松本市 長野県卓球連盟
Ｈ27 岩　井　　　均 長野市 長野県軟式野球連盟 
Ｈ27 内　山　富　之 上田市 長野県柔道連盟
Ｈ27 大　槻　眞　一 箕輪町 長野県ソフトボール協会
Ｈ27 北　澤　幸　尚 長野市 長野県バドミントン協会
Ｈ27 熊　谷　繁　松 長野市 長野県中学校体育連盟
Ｈ27 牛　山　成　剛 松本市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ27 中　平　知　里 下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ27 後　藤　正　一 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ27 種　山　良　治 大町市 大町市体育協会
Ｈ28 両　角　　　勝 諏訪市 長野県スケート連盟
Ｈ28 西　村　博　守 松本市 長野県水泳連盟
Ｈ28 青　山　陸　生 安曇野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ28 白　澤　省　吾 山形村 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｈ28 齋　藤　信　明 長野市 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｈ28 下　平　富士雄 長野市 長野県レスリング協会
Ｈ28 田　中　　　昭 中野市 長野県卓球連盟
Ｈ28 赤　尾　正　雄 小諸市 長野県軟式野球連盟
Ｈ28 町　田　明　彦 長野市 長野県相撲連盟
Ｈ28 小　林　淑　希 軽井沢町 長野県柔道連盟
Ｈ28 竹　村　武　宣 東御市 長野県ソフトボール協会
Ｈ28 柳　澤　喜美子 上田市 長野県なぎなた連盟
Ｈ28 酒　井　順　一 佐久市 長野県綱引連盟
Ｈ28 柄　沢　洋　一 長野市 長野県ゴルフ協会
Ｈ28 宮野内　光　明 長野市 長野県中学校体育連盟
Ｈ28 長谷川　浩　一 宮田村 長野県高等学校体育連盟
Ｈ28 平　出　富　雄 富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ28 土　屋　章　尋 飯田市 公益財団法人飯田市体育協会
Ｈ28 柏　木　君　雄 小諸市 一般財団法人小諸市体育協会
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Ｈ28 中　村　　　愼 長野市 長野県アイスホッケー連盟
Ｈ29 小　林　正　樹 松本市 長野県水泳連盟
Ｈ29 藤　森　茂　幸 松本市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ29 小　澤　　　潔 松本市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｈ29 田　澤　久　幸 小諸市 長野県レスリング協会
Ｈ29 飯　島　久　雄 上田市 長野県ウエイトリフティング協会
Ｈ29 武　藤　文　明 駒ヶ根市 長野県卓球連盟
Ｈ29 奈　良　重　秋 中野市 長野県相撲連盟
Ｈ29 勝　見　藤　一 上田市 長野県柔道連盟
Ｈ29 伊　藤　易　明 伊那市 長野県ソフトボール協会
Ｈ29 百　瀬　　　正 松本市 長野県弓道連盟
Ｈ29 勝　岡　　　充 阿南町 長野県空手道連盟
Ｈ29 小　林　躋　造 御代田町 長野県ゴルフ協会
Ｈ29 小　山　幸　彦 佐久市 長野県中学校体育連盟
Ｈ29 矢　島　富士雄 上田市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ29 鎌　倉　市　男 原村 諏訪郡体育協会
Ｈ29 吉　田　　　裕 豊丘村 下伊那郡体育協会
Ｈ29 宮　嵜　嘉津夫 長野市 公益財団法人長野市スポーツ協会
Ｈ29 清　水　勝　彦 小諸市 一般財団法人小諸市体育協会
Ｈ29 石　原　　　學 大町市 大町市体育協会
Ｈ30 上　原　健　治 軽井沢町 長野県アイスホッケー連盟
Ｈ30 畔　上　恵美子 長野市 長野県水泳連盟
Ｈ30 三　條　俊　彦 長野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ30 飯　島　秀　明 上田市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｈ30 菅　沼　義　宣 須坂市 長野県テニス協会
Ｈ30 渡　邉　幹　雄 飯山市 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｈ30 飯　島　真　一 伊那市 一般社団法人長野県バスケットボール協会
Ｈ30 小　沢　　　治 小諸市 長野県レスリング協会
Ｈ30 宮　下　忠　興 松本市 長野県卓球連盟　一般財団法人松本体育協会
Ｈ30 太　田　直　重 長野市 長野県軟式野球連盟
Ｈ30 津　金　武　寿 松本市 長野県柔道連盟
Ｈ30 茅　原　徳　子 伊那市 長野県ソフトボール協会
Ｈ30 山　浦　　　博 佐久市 長野県弓道連盟
Ｈ30 酒　井　　　清 須坂市 長野県空手道連盟
Ｈ30 橋　本　　　清 松本市 長野県マレットゴルフ連盟
Ｈ30 宮　森　武　久 佐久市 長野県ゴルフ協会
Ｈ30 登　内　俊　秀 茅野市 長野県中学校体育連盟
Ｈ30 井　出　敏　彦 長野市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ30 髙　木　常　吉 下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ30 宮　坂　　　伸 岡谷市 公益財団法人岡谷市体育協会
Ｈ30 望　月　春　雄 小諸市 一般財団法人小諸市体育協会
Ｈ30 中　嶋　元　三 中野市 中野市体育協会
Ｒ１ 金　子　廣　史 長野市 長野県アイスホッケー連盟
Ｒ１ 齊　藤　弘　幸 上田市 一般社団法人長野県水泳連盟
Ｒ１ 熊　谷　賢　二 下條村 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ１ 内　山　了　治 安曇野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ１ 千　國　　　靖 松本市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ１ 小　尾　富　勇 茅野市 長野県テニス協会
Ｒ１ 内　山　政　則 箕輪町 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｒ１ 中　嶋　則　行 佐久市 長野県レスリング協会
Ｒ１ 市　川　秀　俊 佐久市 長野県ウエイトリフティング協会
Ｒ１ 田　中　寛　人 諏訪市 長野県ウエイトリフティング協会
Ｒ１ 小　林　秀　一 松川村 長野県自転車競技連盟
Ｒ１ 高　沢　　　明 須坂市 長野県卓球連盟
Ｒ１ 田　中　保　信 千曲市 長野県軟式野球連盟　
Ｒ１ 村　上　　　淳 上松町 長野県相撲連盟　
Ｒ１ 宮　原　一　治 千曲市 長野県柔道連盟　
Ｒ１ 山　村　耕　児 松本市 長野県ソフトボール協会
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Ｒ１ 長　岡　彰　夫 軽井沢町 長野県ソフトボール協会
Ｒ１ 奥　山　誠　治 長野市 長野県弓道連盟　
Ｒ１ 古　田　芙　士 飯田市 長野県アーチェリー協会
Ｒ１ 村　上　正　之 上田市 長野県アーチェリー協会
Ｒ１ 布　野　兼　一 松本市 特定非営利活動法人長野県クレー射撃協会
Ｒ１ 島　　　幸　知 長野市 長野県バウンドテニス協会
Ｒ１ 髙　橋　泰　充 小諸市 長野県トライアスロン協会
Ｒ１ 吉　田　英　登 諏訪市 長野県ゴルフ協会
Ｒ１ 奥　田　孝　志 長野市 長野県中学校体育連盟
Ｒ１ 佐　藤　厚　彦 安曇野市 長野県中学校体育連盟
Ｒ１ 鈴　木　秀　典 佐久市 長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 新　井　　　悟 松本市 長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 森　山　高　志 富士見町 諏訪郡スポーツ協会
Ｒ１ 塩　沢　　　悟 下條村 下伊那郡体育協会
Ｒ１ 宮　澤　怜　子 上田市 一般財団法人上田市体育協会
Ｒ１ 鮎　澤　憲　通 岡谷市 公益財団法人岡谷市体育協会
Ｒ１ 髙　林　順　三 岡谷市 公益財団法人岡谷市体育協会
Ｒ２ 釜　田　秀　明 長野市 長野県アイスホッケー連盟
Ｒ２ 岡　部　美惠子 須坂市 一般社団法人長野県水泳連盟
Ｒ２ 江　橋　邦　男 塩尻市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ２ 小　林　邦　敏 茅野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ２ 丸　山　　　朗 長野市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ２ 前　田　敏　明 松本市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ２ 宮　坂　俊　樹 上田市 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｒ２ 山　浦　利　光 小諸市 長野県レスリング協会
Ｒ２ 土　屋　州　平 飯田市 長野県卓球連盟
Ｒ２ 下　川　初　雄 大町市 長野県軟式野球連盟　
Ｒ２ 西　澤　憲　幸 上田市 長野県相撲連盟　
Ｒ２ 和　田　　　久 千曲市 長野県柔道連盟　
Ｒ２ 矢　島　　　宏 伊那市 長野県ソフトボール協会
Ｒ２ 木　下　貞　昭 伊那市 長野県ソフトボール協会
Ｒ２ 荒　井　和　人 長野市 長野県バドミントン協会
Ｒ２ 松　島　貞　治 泰阜村 長野県弓道連盟　
Ｒ２ 宮　坂　博　之 岡谷市 長野県弓道連盟　
Ｒ２ 唐　木　眞　澄 伊那市 長野県山岳協会
Ｒ２ 安　田　良　親 安曇野市 長野県空手道連盟
Ｒ２ 田　中　新　一 小諸市 長野県トライアスロン協会
Ｒ２ 木　内　一　夫 上田市 長野県ゴルフ協会
Ｒ２ 原　　　正　彦 南箕輪村 長野県高等学校体育連盟
Ｒ２ 牧　野　光　朗 飯田市 公益財団法人飯田市スポーツ協会
Ｒ２ 三　石　邦　英 高森町 公益財団法人飯田市スポーツ協会
Ｒ２ 荻　原　　　博 小諸市 一般財団法人小諸市体育協会
Ｒ２ 鶴　田　武　夫 東御市 特定非営利活動法人東御市スポーツ協会
Ｒ２ 宮　島　義　征 安曇野市 特定非営利活動法人安曇野市体育協会
Ｒ３ 宮　下　富　夫 長野市 長野県アイスホッケー連盟
Ｒ３ 湯　原　憲　造 千曲市 一般社団法人長野県水泳連盟
Ｒ３ 竹　内　秀　樹 諏訪市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ３ 丸　山　正　樹 安曇野市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ３ 飽　田　　　敏 長野市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ３ 大宮司　洋　一 松本市 長野県ボクシング連盟
Ｒ３ 坂　田　秀　男 池田町 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｒ３ 真　田　　　功 塩尻市 一般社団法人長野県バスケットボール協会
Ｒ３ 廣　田　信　一 長野市 一般社団法人長野県バスケットボール協会
Ｒ３ 白　鳥　昭　夫 佐久市 長野県軟式野球連盟　
Ｒ３ 中　澤　俊　明 長野市 長野県柔道連盟　
Ｒ３ 平　林　友　一 原村 長野県柔道連盟　
Ｒ３ 小　市　宏　幸 飯田市 長野県ソフトボール協会
Ｒ３ 竹　松　美　好 伊那市 長野県ソフトボール協会



- 56 -

第２章　長野県スポーツ協会の活動

年度 氏名 住所 備考
Ｒ３ 大　橋　良　重 塩尻市 長野県ゲートボール連盟
Ｒ３ 矢　口　和　宏 池田町 長野県ゴルフ協会
Ｒ３ 北　原　昭　夫 松川町 下伊那郡体育協会
Ｒ３ 森　　　大　和 上田市 一般財団法人上田市体育協会
Ｒ３ 北　原　誠　治 飯田市 公益財団法人飯田市スポーツ協会
Ｒ３ 塩　川　和　夫 小諸市 一般財団法人小諸市体育協会
Ｒ３ 渡　辺　政　義 飯山市 飯水スポーツ協会
Ｒ３ 木　川　　　仁 茅野市 特定非営利活動法人茅野市スポーツ協会

有功章（団体）	 	 	
年度 氏名 住所 備考
Ｓ61 長野県スケートセンター 長野市 県スケート連盟
Ｓ61 志賀高原スキークラブ 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｓ61 白馬高等学校スキー部 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｓ61 松本陸上競技協会 松本市 県陸上競技協会
Ｓ61 丸子町相撲連盟 小県郡丸子町 県相撲連盟
Ｓ62 茅野市スケート協会 茅野市 県スケート連盟
Ｓ62 小諸市体育協会　スキー部 小諸市 県スキー連盟
Ｓ62 諏訪地区水泳連盟 岡谷市 県水泳連盟
Ｓ62 飯伊陸上競技協会 飯田市 県陸上競技協会
Ｓ62 茅野市バスケットボール協会 茅野市 県バスケットボール協会
Ｓ62 塩尻市軟式庭球クラブ 塩尻市 県軟式庭球連盟
Ｓ62 上田市軟式野球連盟 上田市 県軟式野球連盟
Ｓ63 大町市スキークラブ 大町市 県スキー連盟
Ｓ63 佐久陸上競技協会 佐久市 長野陸上競技協会
Ｓ63 松本テニス協会 松本市 県テニス協会
Ｓ63 松本蟻ヶ崎クラブ 松本市 県バスケットボール協会
Ｓ63 飯田庭球協会 飯田市 県軟式庭球連盟
Ｈ01 大北スケート協会 大町市 県スケート連盟
Ｈ01 乗鞍スキークラブ 南安曇郡安曇村 ㈶県スキー連盟
Ｈ01 須坂市水泳協会 須坂市 県水泳連盟
Ｈ01 南安曇郡陸上競技協会 南安曇郡堀金村 県陸上競技協会
Ｈ01 上田テニス協会 上田市 県テニス協会
Ｈ01 長野県教員Ａチーム 東筑摩郡明科町 県バスケットボール協会
Ｈ01 伊那庭球協会 伊那市 県軟式庭球連盟
Ｈ02 木曽福島スキークラブ 木曽郡木曽福島町 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 須坂陸上競技協会 須坂市 県陸上競技協会
Ｈ02 岡谷テニス協会 岡谷市 県テニス協会
Ｈ02 伊那卓球連盟 伊那市 県卓球連盟
Ｈ02 下伊那郡体育協会ソフトボール部 飯田市 下伊那郡体育協会
Ｈ03 諏訪市スキー協会 諏訪市 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 東筑陸上競技協会 東筑摩郡波田町 県陸上競技協会
Ｈ03 長野クラブ 長野市 県バスケットボール協会
Ｈ03 大町市軟式庭球協会 大町市 県軟式庭球連盟
Ｈ03 長野市軟式野球連盟 長野市 県軟式野球連盟
Ｈ03 長野市弓道連盟 長野市 長野市体育協会
Ｈ04 信濃町スキークラブ 上水内郡信濃町 ㈶県スキー連盟
Ｈ04 塩尻陸上競技協会 塩尻市 長野陸上競技協会
Ｈ04 小諸市庭球協会 小諸市 県ソフトテニス連盟
Ｈ04 長野県軟式野球連盟　塩尻支部 塩尻市 県軟式野球連盟
Ｈ04 長野市バレーボール連盟 長野市 長野市体育協会
Ｈ05 御岳スキークラブ 木曽郡王滝村 県スキー連盟
Ｈ05 木曽陸上競技協会 木曽郡上松町 長野陸上競技協会
Ｈ05 須坂クラブ 須坂市 県バスケットボール協会
Ｈ05 下諏訪町体育協会　ソフトテニス部 諏訪郡下諏訪町 県ソフトテニス連盟
Ｈ05 長野県教職員卓球連盟 長野松代町 県卓球連盟
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Ｈ05 長野県軟式野球連盟　茅野支部 茅野市 県軟式野球連盟
Ｈ06 戸隠スキークラブ 上水内郡戸隠村 ㈶県スキー連盟
Ｈ06 飯水陸上競技協会 飯山市 長野陸上競技協会
Ｈ06 諏訪ソフトテニス協会 諏訪市 県ソフトテニス連盟
Ｈ06 長野市柔道協会 長野市 長野市体育協会
Ｈ07 伊那スキークラブ 伊那市 ㈶県スキー連盟
Ｈ07 更埴陸上競技協会 埴科郡戸倉町 長野陸上競技協会
Ｈ07 佐久市ソフトテニス協会 佐久市 県ソフトテニス連盟
Ｈ07 長野市テニス協会 長野市 長野市体育協会
Ｈ07 須坂やまびこ卓球連盟 須坂市 須坂市体育協会
Ｈ08 伊那スケートクラブ 伊那市 県スケート連盟
Ｈ08 軽井沢スキークラブ 北佐久郡軽井沢町 ㈶県スキー連盟
Ｈ08 上水内陸上競技協会 上水内郡信濃町 長野陸上競技協会
Ｈ08 松本バレーボール協会 松本市 県バレーボール協会
Ｈ08 木曽郡体育協会ソフトテニス部 木曽郡木曽福島町 県ソフトテニス連盟
Ｈ08 高社卓球連盟 中野市 県卓球連盟
Ｈ08 長野県軟式野球連盟高水支部 中野市 県軟式野球連盟
Ｈ08 長野市体操協会 長野市 長野市体育協会
Ｈ08 飯田愛球会 飯田市 飯田市体育協会
Ｈ08 茅野市陸上競技協会 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ09 岡谷スケート協会 岡谷市 県スケート連盟
Ｈ09 茅野市スキー協会 茅野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 下諏訪町漕艇協会 諏訪郡下諏訪町 県漕艇協会
Ｈ09 長野県家庭婦人バレーボール連盟 松本市 県バレーボール協会
Ｈ09 ケイジャー 上田市 県バスケットボール協会
Ｈ09 須坂市ソフトテニス協会 須坂市 県ソフトテニス連盟
Ｈ09 埴科卓球協会 埴科郡坂城町 県卓球連盟
Ｈ09 長野県軟式野球連盟　松本支部 松本市 県軟式野球連盟
Ｈ09 長野市馬術連盟 長野市 長野市体育協会　県馬術連盟
Ｈ09 飯田下伊那弓友会 飯田市 飯田市体育協会　県弓道連盟
Ｈ09 茅野市ソフトボール協会 茅野市 茅野市体育連盟
Ｈ10 原村体育協会スケート部 諏訪郡原村 県スケート連盟
Ｈ10 長野県実業団陸上競技連盟 長野市 長野陸上競技協会
Ｈ10 中野市ソフトテニス協会 中野市 県ソフトテニス連盟
Ｈ10 長野県軟式野球連盟上伊那支部 上伊那郡宮田村 県軟式野球連盟
Ｈ10 長野市相撲連盟 長野市 長野市体育協会　県相撲連盟
Ｈ10 上田市柔道協会 上田市 上田市体育協会　県柔道連盟
Ｈ10 岡谷市剣道協会 岡谷市 岡谷市体育協会　県剣道連盟
Ｈ11 株式会社　帝産ロッジ 南牧村 県スケート連盟
Ｈ11 小賀坂スキークラブ 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ11 長野市カヌー協会 長野市 長野市体育協会　県カヌー協会
Ｈ11 松本市ソフトボール協会 松本市 松本体育協会　県ソフトボール協会
Ｈ11 岡谷陸上競技協会 岡谷市 岡谷市体育協会　長野陸上競技協会
Ｈ11 長野県軟式野球連盟　佐久市支部 佐久市 県軟式野球連盟
Ｈ11 石川島芝浦機械バドミントン部 松本市 県バドミントン協会
Ｈ11 飯山市ソフトテニス協会 飯山市 県ソフトテニス連盟
Ｈ12 塩尻市体育協会　スケート部 塩尻市 県スケート連盟
Ｈ12 佐久市ソフトテニス部 佐久市 県ソフトテニス連盟
Ｈ12 長野県軟式野球連盟　更埴支部 埴科郡戸倉町 県軟式野球連盟
Ｈ12 岡谷市エースドッジボール協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ13 佐久市体育協会佐久市スケート連盟 佐久市 県スケート連盟
Ｈ13 木曽郡体育協会ソフトテニス部 木曽郡日義村 県ソフトテニス連盟
Ｈ13 長野県軟式野球連盟南安支部 南安曇郡豊科町 県軟式野球連盟
Ｈ13 松本ゲートボール協会 松本市 県ゲートボール連盟
Ｈ13 岡谷市バレーボール協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ14 松本クラブ 松本市 県バスケットボール協会
Ｈ14 小諸少年レスリングクラブ 小諸市 県レスリング協会
Ｈ14 茅野市ソフトテニス協会 茅野市 県ソフトテニス連盟
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Ｈ14 長野県軟式野球連盟諏訪郡支部 諏訪郡富士見町 県軟式野球連盟
Ｈ14 塩尻市ゲートボール連盟 塩尻市 県ゲートボール連盟
Ｈ14 岡谷市バスケットボール協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ14 駒ヶ根クラブ 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ14 軽井沢町体育協会アイスホッケー部 軽井沢町 県アイスホッケー連盟
Ｈ15 豊科町体育協会ソフトテニス部 豊科町 県ソフトテニス連盟
Ｈ15 諏訪市ゲートボール協会 諏訪市 県ゲートボール連盟
Ｈ15 岡谷市卓球連盟 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ15 諏訪市バレーボール協会 諏訪市 諏訪市体育協会
Ｈ15 茅野市バレーボール協会 茅野市 ㈵茅野市体育協会
Ｈ16 三郷村体育協会ソフトテニス部 三郷村 県ソフトテニス連盟
Ｈ16 県軟式野球連盟小諸支部 小諸市 県軟式野球連盟
Ｈ16 須坂市ゲートボール協会 須坂市 県ゲートボール連盟
Ｈ16 下伊那郡体育協会マレットゴルフ部 下伊那郡松川町 下伊那郡体育協会
Ｈ16 岡谷市柔道協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ16 飯伊家庭婦人バレーボール連盟 飯田市 ㈶飯田市体育協会
Ｈ16 茅野市ゲートボール協会 茅野市 ㈵茅野市体育協会
Ｈ17 千曲ソフトテニス協会 千曲市 県ソフトテニス連盟
Ｈ17 県軟式野球連盟須高支部 須坂市 県軟式野球連盟
Ｈ17 木曽柔道連盟 木曽福島町 県柔道連盟
Ｈ17 千曲市ゲートボール協会 千曲市 県ゲートボール連盟
Ｈ17 富士見町早起き野球連盟 富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ17 県軟式野球連盟岡谷支部 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ17 小諸市早起き野球連盟 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ17 茅野市剣道協会 茅野市 ㈵茅野市体育協会
Ｈ18 下伊那郡体育協会ソフトボール部 下伊那郡松川町 下伊那郡体育協会
Ｈ18 諏訪郡バドミントン協会 諏訪市 諏訪市体育協会
Ｈ18 県軟式野球連盟木曽支部 木曽郡木曽福島町 県軟式野球連盟
Ｈ18 茅野市卓球協会 茅野市 ㈵茅野市体育協会
Ｈ18 原柔道協会 諏訪郡原村 諏訪郡体育協会
Ｈ18 岡谷市ゲートボール協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ18 松本テニス協会 松本市 県テニス協会
Ｈ18 上田市ゲートボール協会 上田市 県ゲートボール連盟
Ｈ18 須坂市サッカー協会 須坂市 ㈳県サッカー協会
Ｈ19 飯島柔道クラブ 上伊那郡飯島町 県柔道連盟
Ｈ19 上田テニス協会 上田市 県テニス協会
Ｈ19 ＮＰＯ下諏訪体育協会バスケットボール部 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ19 岡谷市水泳協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ19 小諸市体育協会レスリング部 小諸市 小諸市体育協会
Ｈ19 佐久市レスリング教室クラブ 佐久市 県レスリング協会
Ｈ19 諏訪市水泳協会 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ19 長野市ゲートボール連盟 長野市 県ゲートボール連盟
Ｈ19 長野市サッカー協会 長野市 県サッカー協会
Ｈ19 長野県レディースバドミントン連盟 須坂市 県バドミントン協会
Ｈ20 飯田サッカー協会 飯田市 社団法人県サッカー協会
Ｈ20 東御ソフトテニス協会 東御市 県ソフトテニス連盟
Ｈ20 長野県軟式野球連盟駒ヶ根支部 駒ヶ根市 県軟式野球連盟
Ｈ20 長野県ゲートボール連盟小諸支部 小諸市 県ゲートボール連盟
Ｈ20 NPO法人富士見町体育協会陸上競技部 諏訪郡富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ20 長地体育協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ20 諏訪市柔道協会 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ20 駒ヶ根卓球クラブ 駒ヶ根市 駒ヶ根市体育協会
Ｈ20 大町市バレーボール協会 大町市 大町市体育協会
Ｈ20 茅野市柔道協会 茅野市 NPO法人茅野市体育協会
Ｈ21 茅野市サッカー協会 茅野市 ㈳県サッカー協会
Ｈ21 塩尻テニス協会 塩尻市 県テニス協会
Ｈ21 丸子ソフトテニスクラブ 上田市 県ソフトテニス連盟
Ｈ21 長野県軟式野球連盟南佐久支部 小海町 県軟式野球連盟
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Ｈ21 誠心館道場 塩尻市 県柔道連盟
Ｈ21 長野県ゲートボール連盟 伊那市 県ゲートボール連盟
Ｈ21 伊那市ゲートボール協会
Ｈ21 原村体育協会野球部 原村 諏訪郡体育協会
Ｈ21 諏訪市剣道協会 諏訪市 諏訪市体育協会
Ｈ21 駒ヶ根市ソフトボール協会 駒ケ根市 駒ケ根市体育協会
Ｈ21 茅野市空手道協会 茅野市 NPO法人茅野市体育協会
Ｈ22 中野市サッカー協会 中野市 ㈳長野県サッカー協会
Ｈ22 波田ソフトテニスクラブ 松本市 長野県ソフトテニス連盟
Ｈ22 長野県軟式野球連盟坂城支部 坂城町 長野県軟式野球連盟
Ｈ22 八千穂柔道クラブ 佐久穂町 長野県柔道連盟
Ｈ22 佐久市ゲートボール連盟 佐久市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ22 下諏訪町体育協会野球部 下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ22 上田剣道連盟 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ22 諏訪市弓道協会 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ22 茅野市弓道協会 茅野市 NPO法人茅野市体育協会
Ｈ23 安曇野市サッカー協会 安曇野市 ㈳長野県サッカー協会
Ｈ23 飯田テニス協会 飯田市 長野県テニス協会
Ｈ23 長野県軟式野球連盟大北支部 池田町 長野県軟式野球連盟
Ｈ23 長野市柔道クラブ 長野市 長野県柔道連盟
Ｈ23 飯山市ゲートボール連盟 飯山市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ23 ＮＰＯ法人富士見町体育協会バスケットボール部 富士見町 諏訪郡体育協会
Ｈ23 岡谷市バドミントン協会 岡谷市 ㈶岡谷市体育協会
Ｈ23 茅野市山岳協会 茅野市 ㈵茅野市体育協会
Ｈ24 大町市サッカー協会 大町市 ㈳長野県サッカー協会
Ｈ24 佐久テニス協会 佐久市 長野県テニス協会
Ｈ24 長野吉田クラブ 長野市 長野県バスケットボール協会
Ｈ24 長野県軟式野球連盟岡谷支部 岡谷市 長野県軟式野球連盟
Ｈ24 辰野町柔道協会 辰野町 長野県柔道連盟
Ｈ24 飯田市ゲートボール連盟 飯田市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ24 原村体育協会陸上部 原村 諏訪郡体育協会
Ｈ24 丸子体育協会 上田市 ㈶上田市体育協会
Ｈ24 NPO法人諏訪市セーリング協会 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ24 茅野市バドミントン協会 茅野市 NPO法人茅野市体育協会
Ｈ25 松本市サッカー協会 松本市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｈ25 諏訪市テニス協会 諏訪市 長野県テニス協会
Ｈ25 御代田町体育協会テニス部 北佐久郡御代田町 長野県ソフトテニス協会
Ｈ25 長野県軟式野球連盟南長野支部 長野市 長野県軟式野球連盟
Ｈ25 本城柔道クラブ 東筑摩郡筑北村 長野県柔道連盟
Ｈ25 中野市ゲートボール連盟 中野市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ25 岡谷市マレットゴルフ協会 岡谷市 公益財団法人岡谷市体育協会
Ｈ25 諏訪市空手道協会 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ25 飯山市硬式テニスクラブ 飯山市 飯水体育協会
Ｈ26 塩尻市サッカー協会 塩尻市 （一社）長野県サッカー協会
Ｈ26 長野県軟式野球連盟東筑支部 東筑摩郡筑北村 長野県軟式野球連盟
Ｈ26 須坂市少年柔道教室 須坂市 長野県柔道連盟
Ｈ26 東御市ゲートボール連盟 東御市 長野県ゲートボール連盟
Ｈ26 松川町体育協会 下伊那郡松川町 下伊那郡体育協会
Ｈ26 特定非営利活動法人下諏訪町体育協会バレーボール部 諏訪郡下諏訪町 諏訪郡体育協会
Ｈ26 諏訪市グライダー協会 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｈ27 木島平村ソフトテニス協会 木島平村 長野県ソフトテニス連盟 
Ｈ27 長野県軟式野球連盟伊那市支部 伊那市 長野県軟式野球連盟 
Ｈ27 松尾公民館柔道クラブ 飯田市 長野県柔道連盟 
Ｈ27 安曇野市ゲートボール連盟 安曇野市 長野県ゲートボール連盟 
Ｈ27 ＮＰＯ法人富士見町体育協会バレーボール部 富士見町 諏訪郡体育協会 
Ｈ27 諏訪市ボート協会 諏訪市 諏訪市体育連盟 
Ｈ28 長野県軟式野球連盟飯田支部 喬木村 長野県軟式野球連盟 
Ｈ28 東御市柔道教室 東御市 長野県柔道連盟 
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Ｈ28 進友会 岡谷市 長野県綱引連盟 
Ｈ28 南箕輪村ゲートボール連盟 南箕輪村 長野県ゲートボール連盟 
Ｈ28 原村体育協会女子バレーボール部 原村 諏訪郡体育協会 
Ｈ28 諏訪市サッカー協会 諏訪市 諏訪市体育連盟 
Ｈ29 上田市サッカー協会 上田市 一般社団法人長野県サッカー協会 
Ｈ29 原村ゲートボール協会 原村 長野県ゲートボール連盟 
Ｈ29 NPO法人下諏訪町体育協会陸上競技部 下諏訪町 諏訪郡体育協会 
Ｈ29 諏訪市オリエンテーリング協会 諏訪市 諏訪市体育連盟 
Ｈ30 木曽郡サッカー協会 上松町 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｈ30 須坂テニス協会 須坂市 長野県テニス協会
Ｈ30 諏訪市ソフトボール協会 諏訪市 諏訪市体育連盟
Ｒ１ 佐久サッカー協会 佐久市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ１ 茅野市テニス協会 茅野市 長野県テニス協会
Ｒ１ 御代田町ゲートボール連盟 御代田町 長野県ゲートボール連盟
Ｒ１ 原村スポーツ協会卓球部 原村 諏訪郡スポーツ協会
Ｒ１ 諏訪市ゴルフ協会 諏訪市 諏訪市スポーツ協会
Ｒ２ 箕輪町サッカー協会 箕輪町 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ２ 塩尻市相撲連盟 塩尻市 長野県相撲連盟
Ｒ２ 駒ヶ根市ゲートボール支部 駒ヶ根市 長野県ゲートボール連盟
Ｒ２ 特定非営利活動法人下諏訪町スポーツ協会弓道部 下諏訪町 諏訪郡スポーツ協会
Ｒ２ 諏訪市ボウリング協会 諏訪市 諏訪市スポーツ協会
Ｒ２ みゆき野少年野球連盟 飯山市 飯水スポーツ協会
Ｒ３ 岡谷市サッカー協会 岡谷市 一般社団法人長野県サッカー協会
Ｒ３ 佐久穂町ゲートボール連盟 佐久穂町 長野県ゲートボール連盟
Ｒ３ 富士見町スポーツ協会弓道部 富士見町 諏訪郡スポーツ協会
Ｒ３ 諏訪市マレットゴルフ協会 諏訪市 諏訪市スポーツ協会

栄光章	 	 	
年度 氏名 住所 備考
Ｓ61 大　村　正　彦 南佐久郡臼田町 県スケート連盟
Ｓ61 植　松　三恵子 諏訪市 県スケート連盟
Ｓ61 浅　尾　恵　子 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｓ61 三　浦　　　均 松本市 長野陸上競技協会
Ｓ61 清　沢　利　安 松本市 県アマチュアボクシング連盟
Ｓ61 耳　塚　善　門 南安曇郡穂高町 県自転車競技連盟
Ｓ62 石　川　さゆり 世田谷区 県スケート連盟
Ｓ62 関　　　ナツエ 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｓ62 酒　井　浩　文 下伊那郡豊丘村 県陸上競技協会
Ｓ63 水　野　里　美 岡谷市 県スケート連盟
Ｓ63 戸　田　金　作 岡谷市 県スケート連盟
Ｓ63 市　川　英　彦 世田谷区 県スケート連盟
Ｓ63 渡　辺　一　樹 北安曇郡小谷村 ㈶県スキー連盟
Ｓ63 山　本　さち子 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｓ63 児　玉　和　興 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｓ63 酒　井　　　弘 上水内郡信濃町 県陸上競技会
Ｓ63 佐　藤　正　道 上水内郡小川村 県馬術連盟
Ｓ63 三　村　由　紀 東筑摩郡朝日村 県空手道連盟
Ｈ01 上　原　三　枝 諏訪市 県スケート連盟
Ｈ01 堀　内　佳　子 埼玉県川越市 県スケート連盟
Ｈ01 菊　池　美千子 神奈川県川崎市 県スケート連盟
Ｈ01 依　田　智恵子 筑波市 県スケート連盟
Ｈ02 佐　藤　恒　樹 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ02 小　平　　　寛 埼玉県三郷市 県スケート連盟
Ｈ02 井　出　一　彦 川崎市 県スケート連盟
Ｈ02 田　中　稚　早 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
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Ｈ02 津久井　　　哲 飯山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 田　原　一　正 北安曇郡小谷村 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 村　本　俊　治 小県郡真田町 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 佐々木（中島）和子 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 河野（片桐）勢津子 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 竹　田　彰　代 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ02 大　輪　嘉　孝 松本市 県ウエイトリフティング協会
Ｈ03 小　松　清　視 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ03 長　岡　秀　秋 北佐久郡軽井沢町 県スケート連盟
Ｈ03 島　崎　京　子 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ03 白　河　三　枝 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 富　井　真紀子 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 猪　又　由　美 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 富　井　弘　子 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 大　谷　妙　子 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 竹　田　真由巳 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 丸　山　直　樹 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 内　田　博　喜 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 片　桐　一　茂 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 佐　藤　功　一 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 畔　上　寿　次 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ03 佐々木　一　成 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ04 有　賀　千恵子 上伊那郡箕輪町 県スケート連盟
Ｈ04 田　中　千　景 茅野市 県スケート連盟
Ｈ04 内　藤　三　恵 南佐久郡八千穂村 県スケート連盟
Ｈ04 宮　部　行　範 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ04 今　井　博　幸 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ04 河　野　孝　典 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ04 富　井　　　彦 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ05 今　井　裕　介 南佐久郡臼田町 県スケート連盟
Ｈ05 篠　原　淳　晃 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ05 清　水　美　映 東筑摩郡朝日村 県スケート連盟
Ｈ05 野　明　弘　幸 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ05 山　田　啓　子 長野市 県スケート連盟
Ｈ05 荻　原　健　司 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ05 堀　米　光　男 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ05 山　本　直　鋭 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ06 土　屋　和花子 東筑摩郡朝日村 県スケート連盟
Ｈ06 金　井　悦　子 埼玉県東松山市 県スケート連盟
Ｈ06 外ノ池　亜　希 茅野市 県スケート連盟
Ｈ06 田　中　慎　也 川崎市 県スケート連盟
Ｈ06 神　津　正　昭 川崎市 ㈶県スキー連盟
Ｈ06 矢　島　正　恒 茅野市 県漕艇協会
Ｈ06 塩　原　正　長 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ07 黒　沢　　　誠 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ07 矢　崎　文　也 千葉県流山市 県スケート連盟
Ｈ07 野　崎　千　春 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ07 佐　藤　恵美子 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ07 大　口　奈津美 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ08 相　澤　英　一 南佐久郡南牧村 県スケート連盟
Ｈ08 名　取　みのり 茅野市 県スケート連盟
Ｈ08 田　口　　　優 南佐久郡川上村 県スケート連盟
Ｈ08 篠　原　浩一郎 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ08 篠　原　裕太郎 神奈川県川崎市 県スケート連盟
Ｈ08 小須田　典　之 神奈川県川崎市 県スケート連盟
Ｈ08 中　嶋　昇　秀 千葉県流山市 県スケート連盟
Ｈ08 新　谷　志保美 上伊那郡宮田村 県スケート連盟
Ｈ08 宮　尾　憲　典 東京都中野区 ㈶県スキー連盟
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Ｈ08 正　木　栄　二 下高井郡木島平村 ㈶県スキー連盟
Ｈ08 平　井　進　悟 小諸市 県高等学校体育連盟・県アマチュアレスリング協会
Ｈ08 吉　澤　克　洋 南佐久郡南牧村 県高等学校体育連盟・県アマチュアレスリング協会
Ｈ09 大　竹　太　志 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 富　井　剛　志 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 平　沢　　　岳 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 横　山　久美子 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 竹　脇　直　巳 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ09 青　戸　慎　司 愛知県豊田市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ09 山　田　映理子 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ09 柳　澤　し　の 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ09 高　橋　　　敬 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ09 菊　池　裕　暁 埼玉県東松山市 県スケート連盟
Ｈ09 平　田　浩　一 東筑摩郡麻績村 県スケート連盟
Ｈ09 野　明　純　香 諏訪郡原村 県スケート連盟
Ｈ09 富　井　正　樹 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 森　　　福　治 中野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 佐　藤　　　威 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 田　島　大　助 木曽郡木曽福島町川西区 県相撲連盟
Ｈ09 徳　久　　　瞳 諏訪郡下諏訪町 県中学校体育連盟・県柔道連盟
Ｈ10 上　原　寿　香 北佐久郡軽井沢町 県スケート連盟
Ｈ10 加　藤　将　司 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ10 篠　原　泰　洋 山梨県東八代郡石和町市部 県スケート連盟
Ｈ10 清　水　亮　平 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ10 鈴　木　　　智 埼玉県川越市 県スケート連盟
Ｈ10 高見沢　雅　彦 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ10 竹ノ内　由　香 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ10 中　嶋　敬　春 南佐久郡川上村 県スケート連盟
Ｈ10 那　須　功　宣 北安曇郡池田町 県スケート連盟
Ｈ10 宮　川　洋　平 神奈川県川崎市 県スケート連盟
Ｈ10 宮　嶋　若　菜 諏訪市 県スケート連盟
Ｈ10 安　田　有　希 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ10 丹　下　智　幸 諏訪市 県水泳連盟
Ｈ10 保　坂　真理子 伊那市 県水泳連盟
Ｈ10 佐　藤　清　治 佐久市 県陸上競技連盟
Ｈ10 山　本　春　美 長野市 県陸上競技連盟
Ｈ10 岩　本　亜希子 埼玉県戸田市 県ボート協会
Ｈ10 高　橋　有紀子 神奈川県平塚市 県バレーボール協会
Ｈ10 小　林　可奈子 南安曇郡穂高町 ㈶県体育協会
Ｈ10 宇田川　聡　仁 塩尻市 ㈶県体育協会
Ｈ11 遠　藤　弘　恵 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ11 大　木　房　美 埼玉県東松山市 県スケート連盟
Ｈ11 小　沢　　　幸 塩尻市 県スケート連盟
Ｈ11 栗　林　美奈子 埼玉県松山市 県スケート連盟
Ｈ11 清　水　悠　紀 原村 県スケート連盟
Ｈ11 野　本　　　繁 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ11 宮　川　亮　祐 神奈川県川崎市 県スケート連盟
Ｈ11 大　井　将　憲 佐久市 県レスリング協会
Ｈ11 大　山　勝　広 世田谷区 ㈶県スキー連盟
Ｈ11 高　橋　幸一郎 埼玉県所沢市 ㈶県スキー連盟
Ｈ11 大日向　純　恵 神奈川県川崎市 ㈶県スキー連盟
Ｈ11 越　　　和　宏 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ11 宮　脇　健太郎 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ11 上　村　愛　子 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 大　菅　小百合 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ12 牛　山　貴　広 世田谷区 県スケート連盟
Ｈ12 加治木　　　彩 駒ヶ根市 県スケート連盟
Ｈ12 原　　　美　樹 南佐久郡川上村 県スケート連盟
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Ｈ12 飯　塚　容　子 岡谷市 県スケート連盟
Ｈ12 吉　井　小百合 茅野市 県スケート連盟
Ｈ12 有　川　未奈美 茅野市 県スケート連盟
Ｈ12 猪　又　一　之 北安曇野郡小谷村 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 畔　上　大　地 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 高　沢　公　治 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 佐　藤　絵里子 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 駒　村　俊　介 大阪府大阪市 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 田　村　直　美 神奈川県川崎市 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 山　田　大　起 飯山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ12 柳　澤　　　哲 江戸川区 長野陸上競技協会
Ｈ12 小　池　昭　彦 大阪府池田市 長野陸上競技協会
Ｈ12 藤　森　憲　秀 佐久市 長野陸上競技協会
Ｈ12 高　橋　有紀子 神奈川県平塚市 県バレーボール協会
Ｈ12 南　部　博　子 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ12 鈴　木　雷　太 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ13 石　黒　弘　希 埼玉県東松山市 県スケート連盟
Ｈ13 小　澤　美　夏 大阪府松原市 県スケート連盟
Ｈ13 小　平　奈　緒 茅野市 県スケート連盟
Ｈ13 酒　井　智　美 諏訪市 県スケート連盟
Ｈ13 鈴　木　　　暢 南佐久郡臼田町 県スケート連盟
Ｈ13 羽　石　国　臣 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ13 大　澤　三津子 世田谷区 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 中　西　　　拓 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 中　村　順　一 世田谷区 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 野　田　鉄　平 飯山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 橋　本　通　代 大阪府寝屋川市 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 丸　山　亮　子 愛知県豊田市 県水泳連盟
Ｈ13 高　田　浩　二 飯田市 長野陸上競技協会
Ｈ13 森　角　裕　介 神奈川県横浜市 県レスリング協会
Ｈ13 荒　木　久　佳 長野市 県馬術連盟
Ｈ13 佐　藤　賢　希 上水内郡小川村 県馬術連盟
Ｈ13 稲　田　　　勝 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ13 小　口　貴　久 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ13 中　山　英　子 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ14 上　原　　　龍 北佐久郡軽井沢町 県スケート連盟
Ｈ14 岡　谷　美由紀 諏訪市 県スケート連盟
Ｈ14 三　浦　あ　い 茅野市 県スケート連盟
Ｈ14 名　取　奈　緒 諏訪郡富士見町 県スケート連盟
Ｈ14 山　岡　聡　子 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ14 石　川　和　義 茨城県つくば市 長野陸上競技協会
Ｈ14 田　守　竹　夫 山梨県甲府市 県レスリング協会
Ｈ15 大　菅　淳　子 下諏訪町 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 佐　藤　克　憲 千葉県流山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 柏　原　暢　仁 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 田　島　あづみ 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 中　澤　章一郎 世田谷区 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 成　瀬　野　生 埼玉県所沢市 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 宮　下　　　透 真田町 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 松　村　昌　一 下高井郡野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 山　室　　　忠 八王子市 ㈶県スキー連盟
Ｈ15 北　澤　勝　己 諏訪郡下諏訪町 県ボード協会
Ｈ15 牛　山　英　俊 諏訪郡下諏訪町 県ボード協会
Ｈ15 高　橋　龍　太 文京区 県レスリング協会
Ｈ15 前　島　信　彦 文京区 県レスリング協会
Ｈ15 佐　藤　英　賢 上水内郡小川村 県馬術連盟
Ｈ16 上　條　有　司 松本市 県スケート連盟
Ｈ16 井　出　絵理佳 東京都立川市 県スケート連盟
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Ｈ16 竹　田　征　吾 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ16 関　　　朋　広 山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ16 中　込　由佳里 南佐久郡南牧村 県自転車競技連盟
Ｈ17 加　藤　条　治 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ17 妹　尾　栄里子 茅野市 県スケート連盟
Ｈ17 長　島　圭一郎 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ17 酒　井　裕　唯 茅野市 県スケート連盟
Ｈ17 渡　部　暁　斗 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ17 畔　上　尚　子 中野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ17 西　森　亨　平 千曲市 ㈶県スキー連盟
Ｈ17 清　川　　　卓 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ17 長　岡　千　里 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ17 林　部　吾　郎 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ17 原　田　窓　香 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ17 佐　藤　　　泰 小川村 県馬術連盟
Ｈ18 箱　山　愛　香 長野市 県水泳連盟
Ｈ18 塚　原　直　貴 神奈川県平塚市 県陸上競技協会
Ｈ18 宮　原　　　雅 名古屋市 県アーチェリー協会
Ｈ18 浦　野　裕　之 駒ヶ根市 県アーチェリー協会
Ｈ18 名　取　英　理 甲府市 県スケート連盟
Ｈ18 松　田　富士人 北安曇郡小谷村 ㈶県スキー連盟
Ｈ19 原　　　宏　彰 南佐久郡川上村 県スケート連盟
Ｈ19 清　水　玲　香 茅野市 県スケート連盟
Ｈ19 小　口　絵　理 東京都世田谷区 県スケート連盟
Ｈ19 渡　部　善　斗 北安曇郡白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ19 斉　藤　　　亮 飯山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ19 下　平　恵理華 川崎市 ㈶県スキー連盟
Ｈ20 矢　澤　一　輝 東京都青梅市 県カヌー協会
Ｈ20 越　川　　　優 大阪府茨木市 ㈶バレーボール協会
Ｈ20 松　本　慶　彦 大阪府堺市 ㈶バレーボール協会
Ｈ20 富　岡　直　希 横浜市 県レスリング協会
Ｈ20 宮　澤　崇　史 松本市 県自転車競技連盟
Ｈ20 大　森　千　草 下諏訪町 県柔道連盟
Ｈ20 湯　本　史　寿 新宿区 ㈶県体育協会
Ｈ20 山　本　幸　平 松本市 ㈶県体育協会
Ｈ20 大　岩　義　明 諏訪市 ㈶県体育協会
Ｈ20 山　中　大　地 南佐久郡川上村 県スケート連盟
Ｈ21 小　原　唯　志 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ21 仁　科　有加那 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ21 吉　澤　純　平 東京都 県スケート連盟
Ｈ21 恩　田　祐　一 新潟県 ㈶県スキー連盟
Ｈ21 柏　原　理　子 埼玉県 ㈶県スキー連盟
Ｈ21 滝　沢　こずえ 山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ21 竹　内　　　択 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ21 西　　　伸　幸 神奈川県 ㈶県スキー連盟
Ｈ21 福　島　のり子 白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ21 藤　森　由　香 長和町 ㈶県スキー連盟
Ｈ21 松澤ジアン成治 伊那市 長野陸上競技協会
Ｈ21 田　山　真　輔 長野市 県ボブスレー・リュージュ連盟
Ｈ21 山　浦　麻　葉 御代田町 県カーリング協会
Ｈ22 志　村　　　仁 下諏訪町 長野県弓道連盟
Ｈ22 市　川　隆　光 諏訪市 長野県弓道連盟
Ｈ22 中　村　健　斗 世田谷区 長野県スケート連盟
Ｈ22 菊　池　萌　水 南相木村 長野県スケート連盟
Ｈ22 川　浦　あすか 長野市 ㈶長野県スキー連盟
Ｈ22 堀　米　翔　大 山ノ内町 ㈶長野県スキー連盟
Ｈ22 栗　山　雄　大 所沢市 ㈶長野県スキー連盟
Ｈ22 レンティング陽 所沢市 ㈶長野県スキー連盟
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Ｈ23 藤　澤　　　勇 甲府市 長野陸上競技協会
Ｈ23 柴　原　まりこ 調布市 長野県ダンススポーツ連盟
Ｈ23 小　林　拓　斗 川崎市 長野県スケート連盟
Ｈ23 菊　池　純　礼 南相木村 長野県スケート連盟
Ｈ24 佐　藤　悠　基 東京都 長野陸上競技協会
Ｈ24 瀧　澤　　　彩 長野市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ24 増　田　真七海 上田市 長野県馬術連盟
Ｈ24 新　井　　　縁 富士見町 長野県スケート連盟
Ｈ24 辻　中　杏　奈 埼玉県 長野県スケート連盟
Ｈ24 大　林　昌　仁 川上村 長野県スケート連盟
Ｈ24 曽　我　こなみ 佐久市 長野県スケート連盟
Ｈ25 菊　池　彩　花 山梨県 長野県スケート連盟
Ｈ25 髙　木　菜　那 下諏訪町 長野県スケート連盟
Ｈ25 菊　原　魁　人 南相木村 長野県スケート連盟
Ｈ25 由　井　勇　矢 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ25 松　澤　優花里 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ25 藤　森　美　希 諏訪市 長野県スケート連盟
Ｈ25 山　田　梨　央 諏訪市 長野県スケート連盟
Ｈ25 山　田　優梨菜 白馬村 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ25 伊　藤　み　き 長野市 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ25 三　星　マナミ 野沢温泉村 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ25 津　金　　　恵 松本市 長野県柔道連盟　長野県高等学校体育連盟
Ｈ25 出口　クリスタ 塩尻市 長野県柔道連盟
Ｈ25 平　澤　敏　弘 豊丘村 長野県弓道連盟
Ｈ25 砥　石　真　衣 埼玉県 長野県ライフル射撃協会
Ｈ25 笠　原　大　輔 松本市 長野県山岳協会
Ｈ25 中　嶋　　　徹 安曇野市 長野県山岳協会
Ｈ25 髙　橋　弘　篤 長野市 長野県ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
Ｈ25 笹　原　友　希 長野市 長野県ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
Ｈ25 加　藤　聖　五 野沢温泉村 長野県中学校体育連盟
Ｈ25 宮　崎　日香里 山ノ内町 長野県中学校体育連盟
Ｈ26 大　道　久　司 東京都 長野県相撲連盟
Ｈ26 青　木　唯　人 神奈川県 長野県スケート連盟
Ｈ26 上　地　一　馬 諏訪郡原村 長野県スケート連盟
Ｈ26 林　　　莉　輝 南佐久郡川上村 長野県スケート連盟　長野県高等学校体育連盟
Ｈ26 大　塚　裕　華 北安曇郡白馬村 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ26 栗　山　大　貴 神奈川県 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ26 傳　田　英　郁 上田市 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ26 内　田　亜汰瑠 下高井郡山ノ内町 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ26 馬　場　直　人 下高井郡山ノ内町 長野県高等学校体育連盟
Ｈ26 本　間　有　次 下高井郡山ノ内町 長野県高等学校体育連盟
Ｈ26 笠　原　　　陸 下高井郡山ノ内町 長野県高等学校体育連盟
Ｈ26 渡　邉　祐　佳 下高井郡木島平村 長野県高等学校体育連盟
Ｈ26 小　林　千　佳 飯山市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ26 髙　橋　汰　門 下高井郡木島平村 長野県中学校体育連盟
Ｈ26 髙　橋　莉　那 北安曇郡白馬村 長野県中学校体育連盟
Ｈ27 佐　藤　　　綾 新潟県 長野県水泳連盟　須坂市体育協会
Ｈ27 菊　池　悠　希 南相木村 長野県スケート連盟 
Ｈ27 松　本　芽　依 伊那市 長野県スケート連盟
Ｈ28 荒　井　広　宙 埼玉県和光市 （一財）長野陸上競技協会 
Ｈ28 川　元　　　奨 東京都世田谷区 （一財）長野陸上競技協会 
Ｈ28 溝　口　友己歩 埼玉県所沢市 （一財）長野陸上競技協会
Ｈ28 祢　津　利　宝 木島平村 長野県中学校体育連盟
Ｈ28 祖父江　　　凛 飯山市 長野県中学校体育連盟
Ｈ28 永　峯　寿　樹 東京都中野区 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ29 須　藤　美　紅 長野市 長野県水泳連盟
Ｈ29 藤　原　茉　那 長野市 長野県水泳連盟
Ｈ29 宮　坂　　　楓 神奈川県横浜市 一般財団法人長野陸上競技協会



- 66 -

第２章　長野県スポーツ協会の活動

年度 氏名 住所 備考
Ｈ29 嶺　村　鴻　汰 東京都町田市 一般財団法人長野陸上競技協会 
Ｈ29 和　田　有　菜 長野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ29 久保田　　　拓 神奈川県横浜市 長野県高等学校体育連盟 
Ｈ29 奥　原　希　望 東京都葛飾区 大町市体育協会
Ｈ29 一　戸　誠太郎 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ29 ウイリアムソン師円 下諏訪町 長野県スケート連盟
Ｈ29 神　長　汐　音 南牧村 長野県スケート連盟
Ｈ29 長谷川　　　翼 下諏訪町 長野県スケート連盟
Ｈ29 今　井　胡　桃 上田市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ29 岩　渕　香　里 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ29 渡　部　由梨恵 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ29 小　口　貴　子 長野市 長野県ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
Ｈ30 北　澤　　　彩 神奈川県 長野県スケート連盟
Ｈ30 水　野　彩　萌 山梨県 長野県スケート連盟
Ｈ30 小　池　佑　奈 茅野市 長野県スケート連盟
Ｈ30 樋　　　沙　織 群馬県 長野県スケート連盟
Ｈ30 塩　川　貫　太 神奈川県 長野県レスリング協会
Ｈ30 小　柳　和　也 埼玉県 長野県レスリング協会
Ｈ30 外　谷　涼　太 信濃町 長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 山　浦　美和子 佐久穂町 長野県スケート連盟
Ｒ１ 和　田　彩　未 千曲市 一般社団法人長野県水泳連盟
Ｒ１ 佐々木　風　雅 上田市 長野県レスリング協会
Ｒ１ 倉　坪　克　拓 岡谷市 長野県スケート連盟　長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 福　岡　歩　里 茅野市 長野県スケート連盟
Ｒ１ 新　井　雄　貴 南牧村 長野県スケート連盟
Ｒ１ 大　門　飛　路 南牧村 長野県スケート連盟
Ｒ１ 岩　下　　　楓 山梨県 長野県スケート連盟
Ｒ１ 山　﨑　優　風 山ノ内町 長野県中学校体育連盟
Ｒ１ 小　林　皓　生 飯山市 長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 小　島　宙　輝 新潟県 長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 沓　掛　隼　士 信濃町 長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 今　溝　陽名子 白馬村 長野県高等学校体育連盟
Ｒ２ 松　本　一　成 茅野市 長野県スケート連盟　長野県高等学校体育連盟
Ｒ２ 笠　原　　　将 山ノ内町 長野県高等学校体育連盟
Ｒ２ 中　島　果　歩 山ノ内町 長野県高等学校体育連盟
Ｒ２ 渡　邉　愛　蓮 長野市 長野県高等学校体育連盟
Ｒ３ 矢　澤　亜　季 東京都 長野県カヌー協会
Ｒ３ 萩　谷　　　楓 大阪府 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ３ デーデー　ブルーノ 神奈川県 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ３ 井　出　雄　斗 南牧村 長野県スケート連盟　長野県高等学校体育連盟
Ｒ３ 髙見澤　匠　冴 南牧村 長野県スケート連盟
Ｒ３ 小　池　克　典 茅野市 長野県スケート連盟
Ｒ３ 菊　池　耕　太 南牧村 長野県スケート連盟
Ｒ３ 竹　内　美　琴 飯山市 長野県高等学校体育連盟
Ｒ３ 山　本　涼　太 木島平村 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｒ３ 近　藤　心　音 白馬村 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｒ３ 杉　本　幸　祐 山形村 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｒ３ 原　　　大　智 白馬村 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｒ３ 小　林　誠　也 飯綱町 長野県ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟

栄光章（特別）	 	 	
年度 氏名 住所 備考
Ｈ09 清　水　宏　保 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ09 島　崎　京　子 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ09 野　明　弘　幸 原村 県スケート連盟
Ｈ09 田　中　千　影 茅野市 県スケート連盟
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年度 氏名 住所 備考
Ｈ09 小　澤　　　幸 甲府市 県スケート連盟
Ｈ09 篠　原　祐　剛 石和町 県スケート連盟
Ｈ09 荻　原　健　司 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 荻　原　次　晴 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 森　　　　　敏 野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 富　井　　　彦 野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 今　井　博　幸 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 堀　米　光　男 山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 上　村　愛　子 白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ09 佐　藤　　　浩 松本市 県カーリング協会
Ｈ13 篠　原　祐　剛 原村 県スケート連盟
Ｈ13 田　中　千　影 茅野市 県スケート連盟
Ｈ13 外ノ池　亜　希 茅野市 県スケート連盟
Ｈ13 今　井　博　幸 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 上　村　愛　子 白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 荻　原　健　司 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 富　井　　　彦 札幌市 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 森　　　　　敏 野沢温泉村 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 山　田　大　起 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｈ13 越　　　和　宏 長野市 県ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
Ｈ17 牛　山　貴　弘 長野市 県スケート連盟
Ｈ17 大　菅　小百合 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ17 田　中　千　影 岡谷市 県スケート連盟
Ｈ17 上　村　愛　子 白馬村 ㈶県スキー連盟
Ｈ20 塚　原　直　貴 伊勢原市 長野陸上競技協会
Ｈ21 小　澤　美　夏 大阪府 県スケート連盟
Ｈ21 加　藤　条　治 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ21 小　平　奈　緒 松本市 県スケート連盟
Ｈ21 酒　井　裕　唯 東京都 県スケート連盟
Ｈ21 長　島　圭一郎 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ21 吉　井　小百合 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ21 上　村　愛　子 長野市 県スケート連盟
Ｈ21 渡　部　暁　斗 東京都 県スケート連盟
Ｈ25 箱　山　愛　香 長野市 長野県水泳連盟
Ｈ25 加　藤　条　治 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ25 長　島　圭一郎 東京都 長野県スケート連盟
Ｈ25 小　平　奈　緒 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ25 酒　井　裕　唯 東京都 長野県スケート連盟
Ｈ25 渡　部　暁　斗 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ25 竹　内　　　択 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ25 上　村　愛　子 白馬村 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ25 渡　部　善　斗 白馬村 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ29 菊　池　悠　希 南相木村 長野県スケート連盟
Ｈ29 小　平　奈　緒 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ29 髙　木　菜　那 下諏訪町 長野県スケート連盟
Ｈ29 山　中　大　地 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ29 竹　内　　　択 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ29 藤　森　由　香 長和町 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ29 渡　部　暁　斗 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｈ29 渡　部　善　斗 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｒ３ 髙　木　菜　那 下諏訪町 長野県スケート連盟
Ｒ３ 菊　池　純　礼 南相木村 長野県スケート連盟
Ｒ３ 渡　部　暁　斗 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
Ｒ３ 渡　部　善　斗 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
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栄光章（団体）	
年度 氏名 住所 備考
S61 弓道連盟　成年女子チーム 岡谷市 県弓道連盟
S62 茅野クラブ（軟式野球少年男子） 茅野市 県軟式野球連盟
H01 第44回国体弓道競技成年男子チーム 伊那市 県弓道連盟
H06 中野実業高等学校　スキー部 中野市 県スキー連盟
H06 セイコーエプソンバレー部 塩尻市 県バレーボール協会
H07 佐久長聖高等学校　スケート部 佐久市 県スケート連盟・県高等学校体育連盟
H07 飯山南高等学校スキー部 飯山市 県スキー連盟・県高等学校体育連盟
H07 塩田中学校ソフトテニス部 上田市 県中学校体育連盟
H08 長野教員バレーボールクラブ 岡谷市 県バレーボール協会
H08 裾花中学校女子バレー部 長野市 県中学校体育連盟
H11 岡谷工業高等学校男子バレーボール部 岡谷市 県高体連　県バレーボール協会
H12 東海第三高校スケート部 茅野市 県高体連　県スケート連盟
H12 飯山南高校スキー部 飯山市 県高体連　県スキー連盟
H12 茅野市北部中学校スケート部 茅野市 県高体連　県スケート連盟
H12 川上中学校スケート部 南佐久郡川上村 県高体連　県スケート連盟
H15 佐久長聖高校駅伝部 佐久市 長野陸上競技協会
H15 全国都道府県対抗駅伝県男子チーム 上伊那郡箕輪町 長野陸上競技協会
H15 県選抜バレーボール少年男子 岡谷市 ㈶県バレーボール協会
H17 裾花中学校女子バレー部 長野市 ㈶県バレーボール協会
H17 進友会 岡谷市 県綱引連盟
H17 全国都道府県対抗駅伝県男子チーム 上伊那郡箕輪町 長野陸上競技協会
H17 飯山南高校スキー部 飯山市 ㈶県スキー連盟
H20 全国都道府県対抗男子駅伝長野県チーム 上田市 長野陸上競技協会
H20 スケートスピード競技成年男子2000mリレーチーム 岡谷市 ㈶県体育協会
H20 スケートスピード競技成年女子2000mリレーチーム 岡谷市 ㈶県体育協会
H20 スケートスピード競技少年男子2000mリレーチーム 岡谷市 ㈶県体育協会
H20 スケートスピード競技少年女子2000mリレーチーム 岡谷市 ㈶県体育協会
H20 スケートショートトラック成年女子3000mリレーチーム 岡谷市 ㈶県体育協会
H20 スキー　クロスカントリー成年男子４×10㎞リレーチーム 長野市 ㈶県体育協会
H20 スキー　クロスカントリー少年男子４×10㎞リレーチーム 長野市 ㈶県体育協会
H20 スキー　クロスカントリー女子４×５㎞リレーチーム 長野市 ㈶県体育協会
H22 セイコーエプソン女子バレーボール部 塩尻市 ㈶長野県バレーボール協会
H29 都道府県対抗駅伝男子長野県チーム 長野市 （一財）長野陸上競技協会
H29 国体弓道競技長野県成年男子 伊那市 長野県弓道連盟
H30 飯山高等学校スキー部 飯山市 長野県高等学校体育連盟
H30 伊那西高等学校新体操部 伊那市 長野県高等学校体育連盟
H30 クロスカントリー成年男子４×10kmリレーチーム 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
H30 クロスカントリー少年男子４×10kmリレーチーム 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
H30 クロスカントリー女子４×５kmリレーチーム 長野市 公益財団法人長野県スキー連盟
H30 佐久長聖高等学校駅伝部 佐久市 長野県高等学校体育連盟
R１ 飯山高等学校スキー部 飯山市 長野県高等学校体育連盟
R２ 全国都道府県対抗駅伝長野県男子チーム 長野市 一般財団法人長野陸上競技協会

勲功章	 	 	
年度 氏名 住所 備考
Ｓ61 牛　山　雅　弘 茅野市 県スケート連盟
Ｓ61 千　代　馨　脩 岡谷市 長野陸上競技協会
Ｓ62 鷹　野　　　隆 岡谷市 県スケート連盟
Ｓ62 藤　本　勝　彦 長野市 県陸上競技協会
Ｓ63 畠　山　睦　夫 岡谷市 県スケート連盟
Ｓ63 佐　藤　志　郎 長野市 ㈶県スキー連盟
Ｓ63 横　山　康　司 飯田市 県弓道連盟
Ｈ１ 小宮山　みよ子 北佐久郡御代田町 県スケート連盟
Ｈ２ 平　手　則　男 茅野市 県スケート連盟
Ｈ２ 長　橋　秋　男 長野市 県弓道連盟
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年度 氏名 住所 備考
Ｈ４ 石　幡　忠　雄 諏訪郡下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ５ 竹　節　秀千代 下高井郡山ノ内町 ㈶県スキー連盟
Ｈ６ 青　木　成　雄 諏訪市 県漕艇協会
Ｈ７ 井　出　敏　彦 諏訪市 県スケート連盟
Ｈ７ 大　島　英　夫 飯山市 ㈶県スキー連盟
Ｈ７ 浦　野　義　忠 長野市 長野陸上競技協会
Ｈ７ 村　上　里　志 塩尻市 県バレーボール協会
Ｈ８ 岡　田　隆　安 長野市 県バレーボール協会
Ｈ８ 藤　原　武　男 松本市 県空手道協会
Ｈ9 壬　生　義　文 岡谷市 県バレーボール協会
Ｈ10 柄　沢　深　志 上田市 県高等学校体育連盟・県ソフトテニス連盟
Ｈ11 降　旗　教　彦 三郷村 県スケート連盟
Ｈ11 中　嶋　則　行 佐久市 県レスリング協会
Ｈ13 畠　山　義　人 佐久市 県スケート連盟
Ｈ15 土　屋　幸　彦 軽井沢町 県スケート連盟
Ｈ16 今　村　俊　明 岡谷市 県スケート連盟
Ｈ16 青　木　　　悟 下諏訪町 県ボート協会
Ｈ17 宮　坂　雅　昭 下諏訪町 県スケート連盟
Ｈ20 北　澤　忠　弘 諏訪市 長野陸上競技協会
Ｈ20 両　角　　　速 佐久市 長野陸上競技協会
Ｈ21 西　澤　民　雄 千曲市 長野陸上競技協会
Ｈ21 渡　島　正　次 松川村 長野陸上競技協会
Ｈ22 遠　山　正　洋 箕輪町 長野陸上競技協会
Ｈ22 井　出　真　一 上田市 県レスリング協会
Ｈ22 北　嶋　　　晋 伊那市 県弓道連盟
Ｈ25 内　田　まゆみ 長野市 県水泳連盟
Ｈ25 山　口　泰　志 松本市 県柔道連盟
Ｈ25 新　津　一　夫 長野市 県弓道連盟
Ｈ25 関　川　孝　雄 長野市 県ライフル射撃協会
Ｈ25 森　山　議　雄 長野市 県山岳協会
Ｈ25 中　嶋　岳　志 安曇野市 県山岳協会
Ｈ26 尾羽林　英　樹 長野市 長野県相撲連盟
Ｈ26 田　中　直　人 飯山市 （公財）長野県スキー連盟
Ｈ27 大　坪　章　男 飯田市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ28 新　谷　純　夫 宮田村 長野県スケート連盟
Ｈ28 玉　城　良　二 長野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ29 北　島　正　孝 長野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ29 篠　原　克　修 茅野市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ29 中　村　一　郎 大町市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｈ29 永　藤　　　聡 須坂市 長野県弓道連盟
Ｈ29 黒　沢　　　誠 佐久市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ29 富　井　正　一 長野市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ29 結　城　匡　啓 長野市 長野県スケート連盟
Ｈ30 井　出　　　優 小諸市 長野県レスリング協会
Ｈ30 橋　爪　みすず 伊那市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ30 河　野　安　雄 飯山市 長野県高等学校体育連盟
Ｈ30 髙　橋　幸一郎 飯山市 長野県高等学校体育連盟
Ｒ１ 平　井　進　悟 上田市 県レスリング協会
Ｒ１ 野　明　弘　幸 下諏訪町 県高等学校体育連盟
Ｒ２ 牛　山　通　髙 須坂市 一般財団法人長野陸上競技協会
Ｒ２ 久保田　真一郎 野沢温泉村 長野県高等学校体育連盟
Ｒ３ 今　井　一　仁 塩尻市 一般財団法人長野県バレーボール協会
Ｒ３ 市　川　和　彦 小海町 長野県高等学校体育連盟
Ｒ３ 住　澤　祐　樹 長野市 長野県ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
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４　冬季アスリート発掘・育成事業（SWANプロジェクト）の歩み

　1998年（平成10年）長野冬季オリンピックから10年目を迎えようとしている2007年（平成19年）に、文
部科学省の委託事業である「国際舞台で活躍するアスリートのためのタレント発掘モデル事業」が全国展
開された。
　本県でも長野オリンピック開催後の冬季競技における競技成績の低下、競技者の減少等が課題となって
おり、２年間の調査や研究、検討会議等を経て、2009年（平成21年）に「長野県タレント発掘事業」とし
て展開することとなった。
　長野県スポーツ振興計画（現在：県スポーツ推進計画）に沿った競技力向上の視点に立ち、長野オリン
ピックの遺産である人的・物的・環境資源を最大限に活用しながら、世界で活躍する競技者となる夢とチャ
ンスを与えることを目的とし、さらに現在でも最重点として掲げている「冬季オリンピックでのメダリス
トの輩出」をSWAN（Superb Winter Athlete NAGANO）プロジェクト（以下「SWAN」という。）の
活動理念として位置づけた。
　この年の４月に第１回実行委員会を開催し、翌月には、選考部会・育成部会をスタートさせた。9月に
県内外から募集（小学４年生～５年生、高校生以上）を開始し、応募者173名から１次・２次の選考会を
実施した結果、23名が選考され第１期生としての育成がスタートを切った。
　当初、育成内容としては、３つのコースを設定し、それぞれコース別で募集を行い、育成プログラムを
実施した。Ａコースは、高校生以上を対象とし、ボブスレー・スケルトン及びカーリング競技に種目特化
した内容でプログラムを実施。Ｂ・Ｃコースは、小学校４年・５年生を対象に中学卒業までの育成期間で、
スケート（スピード、ショート）、スキー（アルペン、クロスカントリー、ジャンプ、コンバインド、スノー
ボード、フリースタイル）、リュージュ、スケルトン、カーリング競技のプログラムを実施する。その後、
募集種目については、競技者人口の増加及び減少、利用施設の制限などが要因となり、現在（13期生）の
１コース、４種目（スケート（スピード）、スキー（アルペン、クロスカントリー、モーグル、スノーボー
ド）、リュージュ・スケルトン、カーリングとなる。
　育成プログラムの内容は、当初からフィジカルトレーニングやメンタルトレーニング、栄養学、オリン
ピック教育など、SWANの専門トレーナーが指導する共通プログラムと、競技団体による強化トレーニ
ングの種目別プログラムの２本柱としている。２年目からは、それらのプログラムを融合する形で２泊３
日の夏合宿を開催し、年度による会場の違いはあるが、メンバーからは大変好評であり、現在でも主要な
プログラムとして位置づいている。
　また、2018年（平成30年）には、種目別プログラムとして初のスピードスケート夏季合宿を計画し、
SWANメンバー４名、指導者・スタッフ６名で北海道帯広市の屋内スケートリンクでのトレーニングを
実施した。翌年2019年（令和元年）には、帯広合宿に加え、初の海外合宿であるリュージュのドイツ合宿

（８日間）を計画し、SWANメンバー２名、スタッフ３名で現地のジュニア選手とともに氷上トレーニン
グを実施した。
　2021年（令和３年）には、夏のスケート八戸合宿に加え、秋にスキーアルペンの日帰り２日間のミニキャ
ンプを野沢温泉村サマーゲレンデで計画し、SWANメンバー29名、指導者４名、スタッフ３名で実施を
した。コーチから熱心な指導を受け、雪上でのトレーニングに備えることができた。
　共通プログラムの大きな転換期は、2019年（令和元年）からの世界を震撼させた新型コロナウイルス感
染症の拡大によるスポーツ環境の変化である。全国一斉に緊急事態宣言が発令され、私たちの日常生活は
もちろん、スポーツ界でもオリンピックをはじめ、各種大会が延期や中止となり、メンバーの目標でもあっ
た全国中学校体育大会も2020年には夏冬ともに中止となった。
　このような状況では、通常のような一堂に会してのトレーニングは実施ができなかったため、フィジカ
ルトレーナーや座学での講師の先生方の協力で、トレーニングや講義の動画を作成し、YouTube配信等に
よりメンバーに提供をした。通信機器を利用したオンラインによる遠隔指導や電話相談等も加わり、個に
対応したプログラム内容の重要性に着眼するようになった。



- 71 -

第２章　長野県スポーツ協会の活動

　SWANでは、「全国規模の大会等において、多くの優勝者及び入賞者を輩出する」ことを重点目標の筆
頭としている。学年進行のため2011年（平成23年）から中学生メンバーの在籍者数が増えることとなるが、
スケートについては、概ね８割のメンバーが全国中学校体育大会に出場を果たしている。スキーについて
は、５割のメンバーが出場を果たしている。2015年（平成27年）前後では、他の競技も含め優勝者及び入
賞者を多く輩出し、国際大会での入賞者も輩出するまでに至ったが、それ以降は、入賞者数の減少が続い
ている。また、SWAN修了後、競技を継続したメンバーについては、全国高校総合体育大会、国民体育大
会、全日本選手権大会、ワールドカップ等の国際大会などで活躍をしている。
　特に、SWANの理念である「冬季オリンピックでのメダリストの輩出」については、2022年（令和４年）
に中国北京で開催された冬季オリンピックにSWAN修了者から初のオリンピック出場者が３名誕生した。
今後、オリンピックメダリストの輩出に向け、さらに高みを目指し、魅力あるSWANへと発展させてい
きたい。

　
　　　　　　　　　　　フィジカルトレーニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養学講義

　　　　　　　　　2019年リュージュ　ドイツ合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンラインでのトレーニング
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〇応募者数と合格者数の推移

期 １期生 ２期生 ３期生 ４期生 ５期生 ６期生 ７期生 ８期生 9期生 10期生 11期生 12期生 13期生

年度 2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（令和元年）

2020年
（令和２年）

2021年
（令和３年）

応募者数 173 114 86 69 60 71 76 86 57 80 43 50 44

合格者数 24 18 22 16 18 15 16 21 10 12 12 12 13

〇全国中学校体育大会の入賞者数の推移

年度

中学生人数 スケート スキー

スケート スキー
優勝 入賞（２～８位） 出場 優勝 入賞（２～10位） 出場

総数 実人数 総数 実人数 総数 実人数 総数 実人数 総数 実人数 総数 実人数

2011(H23) ４ ８ 0 0 0 0 ６ ３ 0 0 １ １ １ １

2012(H24) 14 11 0 0 0 0 21 11 0 0 １ １ ６ ４

2013(H25) 17 20 １ １ ３ ３ 34 17 １ １ ３ ３ 14 ８

2014(H26) 18 23 0 0 ８ ４ 30 16 １ １ ６ ５ 20 12

2015(H27) 11 25 ３ ３ ６ ５ 16 ８ ３ ３ 10 ７ 23 13

2016(H28) ８ 27 0 0 ５ ３ 14 ７ １ １ ６ ４ 20 13

2017(H29) ３ 15 0 0 ４ ２ ６ ３ 0 0 ４ ３ 10 ８

2018(H30) ４ 20 0 0 ３ ２ ７ ４ ４ ３ 9 ４ 16 9

2019(R１) ４ 16 0 0 ３ ２ ８ ４ 0 0 １ １ ７ ５

2020(R２) ３ 22 新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

2021(R３) ３ 24 0 0 ４ ２ ６ ３ 0 0 ２ １ 18 11

〇北京冬季オリンピック出場者（SWAN修了者）

名前（年齢） 競技種目 期生 出身地・経歴等 競技結果

小林　誠也（20才）
（こばやし　せいや）

リュージュ
男子１人乗り ５

飯綱町立三水第二小学校
飯綱町立飯綱中学校
長野工業高等学校建築科
信州スポーツ医療福祉

専門学校２年

予選　１回目（１分00秒856） 31位
　　　２回目（１分00秒919）32位
　　　３回目（59秒859）
合計タイム
　３分01秒634　32位 予選敗退

近藤　心音（18才）
（こんどう　ここね）

フリースタイルスキー
女子スロープスタイル
女子ビッグエア

５

白馬村立白馬北小学校
白馬中学校
白馬高校・ＮＨＫ学園
オリエンタルバイオ㈱所属

大会公式練習中の怪我により欠場

富高日向子（21才）
（とみたか　ひなこ）

フリースタイルスキー
女子モーグル ２

東京都町田市立町田第５小学校
東京都町田市立金井中学校
クラーク記念国際高校（厚木
キャンバス）多摩大学３年

予選　１回目（65.08点）18位
　　　２回目（71.93点）４位

決勝進出
決勝　１回目（69.99点）19位 敗退



- 73 -

第２章　長野県スポーツ協会の活動

○ＳＷＡＮの由来
　SWANは、Superb Winter Athlete NAGANO　
の頭文字です。
　冬季競技に特化したタレント発掘事業なので、
雪の結晶をデザインし、雪の結晶を小・中・大と
３つ配置することによりメンバーが大きく育って
いくことをイメージしています。
　また、SWANが羽ばたく、世界に羽ばたくイメー
ジを重ねています。冬季競技で将来のメダリスト
を目指してもらいたいという願いを込めて金色の
縁取りとしました。
　SWANのWは、VictoryのVを二つ並べたデザ
インとしました。
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５　賛助会員加入状況
    

年　度 加入区分 件　数 口　数 金　額（円） 前年対比（円）

平成18年
法人 9 16 160,000 
個人 79 113 565,000 
計 88 129 725,000 

平成19年
法人 86 136 1,355,080 1,195,080
個人 79 97 485,000 △ 80,000
計 165 233 1,840,080 

平成20年
法人 85 113 1,130,000 △ 225,080
個人 184 215 1,075,000 590,000
計 269 328 2,205,000 364,920

平成21年
法人 88 123 1,230,000 100,000
個人 208 232 1,160,000 85,000
計 296 355 2,390,000 185,000

平成22年
法人 88 123 1,230,000 0
個人 189 209 1,045,000 △ 115,000
計 277 332 2,275,000 △ 115,000

平成23年
法人 86 114 1,140,000 △ 90,000
個人 118 137 685,000 △ 360,000
計 204 251 1,825,000 △ 450,000

平成24年
法人 106 157 1,570,000 430,000
個人 105 121 605,000 △ 80,000
計 211 278 2,175,000 350,000

平成25年
法人 128 193 1,930,000 360,000
個人 102 127 635,000 30,000
計 230 320 2,565,000 390,000

平成26年
法人 132 219 2,190,000 260,000
個人 100 116 580,000 △ 55,000
計 232 335 2,770,000 205,000

平成27年
法人 137 229 2,289,892 99,892
個人 115 149 745,000 165,000
計 252 378 3,034,892 264,892

平成28年
法人 136 223 2,229,676 △ 60,216
個人 115 144 720,000 △ 25,000
計 251 367 2,949,676 △ 85,216

平成29年
法人 130 220 2,200,000 △ 29,676
個人 119 148 740,000 20,000
計 249 368 2,940,000 △ 9,676

平成30年
法人 126 225 2,249,892 49,892
個人 107 130 650,000 △ 90,000
計 233 355 2,899,892 △ 40,108

令和元年
法人 120 208 2,079,892 △ 170,000
個人 103 128 641,000 △ 9,000
計 223 336 2,720,892 △ 179,000

令和２年
法人 115 204 2,039,340 △ 40,552
個人 104 122 610,000 △ 31,000
計 219 326 2,649,340 △ 71,552

令和３年
※R4.3.1現在

法人 111 195 1,949,890 △ 89,450
個人 105 124 620,000 10,000
計 216 319 2,569,890 △ 79,450
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６　第82回国民スポーツ大会について

１　開催時期
　⑴　冬季大会：令和10年（2028年）１月～２月（５日間以内）
　⑵　本 大 会：令和10年（2028年）9月～10月（11日間以内）

２　主な招致及び準備経過

年　月　日 内　容

平成28年６月29日
（公財）長野県体育協会理事長から、２巡目国体招致要望書が提出される。

（特非）長野県障がい者スポーツ協会理事長から、第27回全国障害者スポー
ツ大会招致要望書が提出される。

平成28年11月28日 長野県市長会会長から、２巡目国体招致に関する要望書が提出される。

平成28年12月12日
長野県町村会会長から、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催
招致に関する要望書が提出される。

平成29年２月２日

（一社）長野県経営者協会会長、長野県中小企業団体中央会会長、（一社）
長野県商工会議所連合会会長、長野県商工会連合会会長の連名により、２
巡目国民体育大会及び第27回全国障害者スポーツ大会の招致に関する要望
書が提出される。

平成29年３月２日
平成29年２月長野県議会において、「第82回国民体育大会及び第27回全国障
害者スポーツ大会の招致に関する決議」を全会一致で可決

平成29年５月22日

文部科学大臣あてに、第82回国民体育大会（本大会及び冬季大会）及び第
27回全国障害者スポーツ大会開催要望書を提出

（公財）日本体育協会会長あてに、第82回国民体育大会（本大会及び冬季大会）
開催要望書を提出

平成29年７月18日
（公財）日本体育協会理事会において、長野県を2027年開催の第82回国民体
育大会（本大会及び冬季大会）の開催申請書提出県として了解（開催内々定）

平成29年12月20日
第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員会 設
立総会・第１回総会及び第１回常任委員会を開催

令和２年10月19日
（公財）日本スポーツ協会から、長野県を令和10年（2028年）開催の第82回
国民スポーツ大会（冬季大会及び本大会）の開催申請書提出県として決定
通知（開催年変更）

令和２年12月18日

県準備委員会会則の改正により、第82回大会の名称を「国民体育大会」か
ら「国民スポーツ大会」に、県準備委員会の名称を「第82回国民体育大会・
第27回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員会」から「第82回国民スポー
ツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員会」に変更
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３　第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員会

４　第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会	愛称、スローガン及びマスコットキャラ
クター

　⑴　愛称
　　　信州やまなみ国スポ・全障スポ
　⑵　スローガン
　　　行こう。それぞれの頂へ。
　⑶　マスコットキャラクター
　　　長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」

５　実施予定競技（正式競技及び特別競技）
　⑴　冬季大会
　　　スキー、スケート、アイスホッケー
　⑵　本大会
　　　陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、
　　　体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、
　　　ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、
　　　柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、
　　　スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、クレー射撃、なぎなた、
　　　ボウリング、ゴルフ、トライアスロン、高等学校野球

　　　※第78回～第81回大会の実施競技を参考。第82回大会の実施競技は、令和４年３月現在、未決定。

 

【総会】 【常任委員会】 【専門委員会】 【部会】

H29年度設置

H29年度設置

R元年度設置

H30年度設置

R元年度設置

総務企画専門委員会
（20名）

広報・県民運動専門委員会
（46名）

県民運動推進戦略部会
（６名）

広報推進戦略部会
（６名）

総会
（300名）

常任委員会
（57名）

競技運営専門委員会
（19名）

・令和４年３月現在 

・（　 ）内は委員数 

第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会
マスコットキャラクター

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」
©長野県アルクマ
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第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会
開催基本方針

１	基本方針
　　第82回国民スポーツ大会及び第27回全国障害者スポーツ大会は、全ての県民の元気と力を結集して、

夢、勇気、感動などスポーツの持つ限りない力と、本県の多彩な魅力を発信する大会として開催します。
　　大会の開催に当たっては、大会運営の簡素化・効率化を図るとともに、大会終了後を見据え、より多

くの県民が各々の関心や適性等に応じて「する」「みる」「ささえる」など様々な形でスポーツに参加で
きる文化の創造と、地域の魅力発信による経済の活性化等を通じて、「スポーツを通じた元気な長野県
づくり」の実現を目指します。

２	実施目標
　⑴　“スポーツ”で長野県を元気にする大会
　　　人生100年時代と言われる今、スポーツを健康に活かした取組を推進し、スポーツを通じた“健康

長寿世界一の信州”の実現を目指すとともに、観光資源とスポーツ資源を融合させた地域活性化等に
も取り組み、元気な長野県を推進する大会とします。

　⑵　“スポーツ”の振興を支える好循環を創出する大会
　　　長野県の地で選手が育ち、その選手が指導者となって次世代の選手を育成するなど、将来にわたり

本県のスポーツ振興を支える好循環の形成に努めるとともに、子どもたちが夢や希望を未来へとつな
ぐことができる大会とします。

　⑶　“スポーツ”で共生社会づくりを加速する大会
　     障がい者の社会参加の推進と社会の障がい理解を促進するとともに、障がいの有無に関わらず、ス

ポーツを通じた交流を拡大するなど、誰にでも「居場所」と「出番」があり、多様性を尊重する共生
社会づくりを力強く後押しする大会とします。

　⑷　“スポーツ”の環境づくりを推進する大会
　　　少子高齢化社会を迎え、地域ごとに求められるスポーツ施設に対する需要が変化していく中にあっ

て、将来にわたり安全で、適正なスポーツ施設環境を提供するとともに、誰もが生涯を通じて気軽に
スポーツに親しめる環境づくりを推進する大会とします。

　⑸　“スポーツ”が長野県のファンを増やす大会
　　　豊かな自然環境、美しい景観など数々の長野県の誇れる魅力を県民一人ひとりが見つめ直し、県内

外に発信するとともに、全国から訪れる数多くの来県者を温かいおもてなしの心で迎え、一人でも多
くの方に長野県のファンとなっていただける大会とします。




