
長野陸上競技協会 Athletics Awards 2022 

１．この会は、3年ぶりの開催（2020/2月開催が最後）で、競技者の表彰は別途行い、2019年度から 2022年 12月ま

での受章者合計 72名を対象とした。（内訳：2022年度長野陸協受章者 12名、叙勲 4名、文部科学省関係 5名、

日本陸連関係 11名、日本スポーツ協会 5名、日本学生連合 1名、長野県スポーツ協会 5名、本協会 28名） 

２．2022年の本協会登録競技者 & 県出身者 のおもな活躍  

第 18回 世界陸上競技選手権大会出場（アメリカ・オレゴン）7月 15日(金)～24日(日) 

君嶋 愛梨沙(土木管理総合試験所・山口県出身)4×100mリレー＜第 2走者＞ 予選/1組 7着 43秒 33 日本新 

小林 成美(名城大学 4･長野東高校出身) 10000m 棄権 

（長野県出身）萩谷 楓(エディオン･長野東高校出身) 5000m予選/1組 14着 15分 53秒 39 

第 19回 U20世界陸上競技選手権大会（コロンビア・カリ）8月 1日(月)～6日(土)  

吉岡 大翔 (佐久長聖高校 3) 5000m 7位入賞 (14分 10秒 68) 

“日清食品カップ”第 38回全国小学生陸上競技交流大会（神奈川）日産スタジアム 8月 21日 

この大会は小学生の交流を図り、陸上競技好きの小学生を増やし勝敗は二の次ですが、4 種目で入賞するなどの

活躍がありました。一つの種目に絞るのではなく、様々な競技、種目に挑戦することが大切とされています。 

第 77回国民体育大会 選手 29名が 29種目に参加し、種目別天皇杯(男女)14位(素点 55.5点)、皇后杯(女子)18

位(素点 24.5 点)。少年男子 A5000m 吉岡 大翔(佐久長聖高校 3) 優勝、をはじめ 7 種目が上位入賞し合計 12

種目で入賞できた。また男子成年少年共通 4×100mリレーでは 2019年茨城国体に続き２大会連続で決勝進出し 6

位入賞を果たすなど活躍した。県からの国体強化対策費が増加しありがたい。 

第 16回 U18、第 53回 U16 陸上競技大会陸上競技大会 (愛媛) 10月 21日～22日 

U18:大場 崇義（上伊那農業高校 2）男子 3000m 8:16.86 優勝 他 2名が入賞。U16: 2名が入賞。 

天皇盃 第 28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 優勝、大会新、最多 9回目の優勝 

皇后盃 第 41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 11位 

(1)中体連関係 
第 49回全日本中学校陸上競技選手権大会（福島）8月 18日（木）～21日（日） 
女子 100m 寺平 祈愛(木祖）11秒 89で、県勢 43年ぶりの優勝 

男子 100m 丸山 竜平(相森）10秒 84で、22年ぶりの県中学新記録で 3位。 

優勝１種目を含め、５名（男子１名、女子 4名）が入賞。寺平は、北信越中学(長野市、8/3)で 11秒 80の北信越

中学新・長野県中学生新・大会新記録を樹立した。 

第 30回全国中学校駅伝大会 (滋賀県)希望が丘文化公園 12月 18日 

男子 10位 安曇野市立堀金中学校 59:48、8位入賞まであと 6秒。 女子 30位 駒ヶ根市立赤穂中学校 46:33 

(2)高体連関係 

第 75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会（徳島）8月 18日（木）～21日（日） 

女子やり投 倉田 紗優加(伊那北 3) 53m82優勝、女子棒高跳で岡田莉歩(佐久長聖 2)が 3m90で２位、男子 1500m

で松尾 悠登(佐久長聖 3)が 3分 45秒 69で２位、男子 3000mSCでは永原 颯磨(佐久長聖 2)が 9分 4秒 75で２

位、女子 4×400mで佐久長聖高校が県内初入賞８位、全体で男女各 4、計 8種目が入賞を果たした。 

第 57回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 駒沢オリンピック公園 7/31～8/3 

男子 800m、1500m 岡田 遥人(松本国際 4) ２種目優勝 1:54.79大会新、4:07.23、男子 5000m 山崎 優葵(つくば

開成学園 3) 優勝、女子円盤投  住 凜華(松本筑摩 4) 優勝、他、４種目で入賞を果たした。 

男子第 73回、女子第 34回全国高等学校駅伝競走大会 （京都）12月 25日 

第２位 佐久長聖 2:01:57  日本高校最高新記録 長野県高校生新記録 

優 勝 長野東  1:07:37 長野県高校生新記録 

(3)学連・高専関係 

第 91回日本学生陸上競技対校選手権大会（京都）9月 9日(金)～10日(日)  

男子走幅跳 松本陸(信州大 4) ２位 他、７名が入賞 

第 57回全国⾼等専⾨学校体育⼤会陸上競技（愛媛）8月 20日（土）～21日（日） 

長野高専が、男子優勝１種目を含む 7種目に８名が入賞し、男子総合３位。 

女子は優勝 3種目を含む 4種目で５名が入賞し、女子総合２位。                                   以上 



2022年  長野陸協 表彰 栄章受章者(敬称略) 2023/2/18 長野陸協    

章 氏名 支部 【日本学生陸上競技連合】 支部 年度

功労章 萩原 清 松本 功労章 白澤 聖樹 安曇野 2020

欠 功労章 小松 茂美 松本

功労章 芳川 千恵 長野市 【東海陸上競技協会】 氏名 支部 年度

功労章 瀧沢 佳生 長野市 - 表彰 林 甲市 諏訪 2020

功労章 橘麗 仁 諏訪 - 表彰 ･鈴木 文雄 長野市 2020

特別功績章 奥アンツーカ株式会社 - 表彰 森泉 智夫 佐久 2020

指導者功績章 原  智恵 木曽

欠 指導者功績章 宮澤 誠 長野市 【長野県スポーツ協会】       氏名 支部 年度

指導者功績章 内山 良一 須坂 欠 有功章 江橋 邦男 塩尻 2020

指導者功績章 友田 利男 長野市 - 有功章 ･小林 邦敏 諏訪 2020

- 指導者功績章 木村 貴峰 千曲 欠 有功章 宮島 義征 安曇野 2020

地域スポーツ振興章 阪 圭央 塩尻 欠 有功章 竹内 秀樹 上伊那 2021

欠 有功章 北原 誠治 飯伊 2021

2020年～2022年 受章者(敬称略) （・故人） 勲功章 牛山 通髙 須坂 2020

【叙勲】 氏名 支部 年度

旭日単光章 伊藤 利博 長野市 2020 【長野陸上競技協会】 氏名 支部 年度

欠 瑞宝双光章 酒井 誉 飯伊 2020 功労章 北島 正孝 長野市 2020

瑞宝双光章 町田 暁世 長野市 2021 欠 功労章 内堀 俊彦 佐久 2020

瑞宝双光章 林 嘉久夫 松本 2022 功労章 酒井 剛 上伊那 2021

欠 功労章 赤沼 広志 大北 2021

【文部科学大臣表彰】 氏名 支部 年度 欠 功労章 名取 充 塩尻 2021

文部科学大臣表彰 浦野 義忠 長野市 2020 欠 特別功績章 上條 健 松本 2020

文部科学大臣表彰 諏訪陸協 諏訪 2021 審判員功労章 熊谷 賢二 飯伊 2020

重 文部科学大臣表彰 富松 健夫 上田 2021 - 審判員功労章 小池 充 上伊那 2020

文部科学大臣表彰 大北陸協 大北 2022 審判員功労章 桐山 勝次 上伊那 2020

審判員功労章 丸岡 修 飯伊 2020

- 審判員功労章 内田 智志 長野市 2020

審判員功労章 吉田 淳一 佐久 2020

【日本陸上競技連盟】 氏名 支部 年度 重 審判員功労章 森泉 哲 大北 2021

秩父宮章 富松 健夫 上田 2020 指導者功績章 山﨑 豊茂 松本 2020

欠 秩父宮章 青山 睦生 松本 2021 欠 指導者功績章 藤井 一茂 安曇野 2020

高校優秀指導者章 篠原 克修 諏訪 2019 欠 指導者功績章 佐藤 賢一 松本 2020

欠 高校優秀指導者章 戸谷 直喜 長野市 2020 欠 指導者功績章 高橋 孝幸 長野市 2020

- 高校優秀指導者章 有賀 大成 長野市 2021 指導者功績章 高見澤 勝 佐久 2020

中学優秀指導者章 宮澤 真一 安曇野 2019 - 指導者功績章 出川 雄 基 上伊那 2021

中学優秀指導者章 望月 政和 安曇野 2020 指導者功績章 荒井 洋光 松  本 2021

中学優秀指導者章 梨子田 昌央 飯水 2021 欠 指導者功績章 宮尾 淳矢 長野市 2021

少年少女指導者表彰 芳川 千恵 長野市 2020 欠 指導者功績章 市村 一訓 佐  久 2021

重 少年少女指導者表彰 内藤 里枝子 佐久 2021 欠 地域スポーツ振興章 市瀬 芳明 飯伊 2020

欠 少年少女指導者表彰 峯村 美智子 長野市 2022 欠 地域スポーツ振興章 原  武司 飯伊 2021

地域スポーツ振興章 竹内 一弘 飯伊 2021

【日本スポーツ協会】 氏名 支部 年度 欠 地域スポーツ振興章 大坪 裕 飯伊 2021

日本ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 大日向 暁子 松本 2020 欠 地域スポーツ振興章 塚田 猛 長野市 2021

指導者表彰 内山 了治 安曇野 2020 欠 審判員功績章 林 清志 飯伊 2020

指導者表彰 百瀬 貴 松本 2021

欠 指導者表彰 玉城 良二 長野市 2022

- 指導者表彰 関 博文 飯伊 2022

文部科学大臣表彰
富士見町スポ協
陸上競技部

諏訪 2022



ご出席者名簿   （敬称略 順不同で失礼します） 

 
御席 ご芳名       団体名略称/役職等

【ご来賓】

松 篠原 道正 在広島信州県人会 会長

福 名取 悦朗 在広島信州県人会 副会長

福 篠原  晃 在広島信州県人会 理事

竹 甘利 誉司三 京都長野県人会 副会長

梅 髙坂 昌利 近畿長野県人会 会長
 

松 関 昇一郎 長野県副知事 

竹 内堀 繁利 長野県教育委員会　教育長 

梅 北島 隆英 長野県教育委員会事務局スポーツ課 課長 

寿 田島 康彦 同上 体育スポーツ振興係 教育主幹兼係長

華 菅沼 太郎 同上 体育スポーツ振興係 指導主事(担当) 

華 永井 智也 同上 教育政策課主事（教育長随行） 

寿 秋山 昇 長野県中学校体育連盟副会長 松代中学校長

松 佐藤 康 佐久長聖中学・高等学校　校長
 

松 丸山 栄一 長野県議会議員 議長 

福 西沢 正隆 長野県議会議員 

竹 諏訪 光昭 長野県議会議員 

梅 山岸 喜昭 長野県議会議員 

福 髙島 陽子 長野県議会議員 

梅 小松 裕 ナショナルトレーニングセンター 副センター長

梅 水野 雅義 長野商工会議所 会頭

梅 加藤 久雄 前長野市長 
 

松 小坂 壮太郎 信濃毎日新聞社 代表取締役社長

福 有賀 覚 信濃毎日新聞社 事業局長 

竹 水澤 文一 信越放送(株)　取締役テレビ局長 

福 小林 由孝 信越放送(株)　企画事業部長 

松 奥 洋彦 奥アンツーカ(株) 代表取締役社長

輝 奥 真人 奥アンツーカ(株) 東京支店長

輝 渡邉 正人 奥アンツーカ(株) 東京支店営業部

輝 藤原 雅一 奥アンツーカ(株) 東京支店営業部

錦 牟田口 哲也 ミズノ(株) スポーツ営業本部 担当課長

錦 三橋 広光 医療法人社団みつはしクリニック 理事長

錦 中村 文栄 長野菅公学生服(株) 常務取締役

錦 片平 大地 プレステージ(株) 営業課長

錦 大竹 喜一 長谷川体育施設(株) 長野営業所長

錦 金子 正利 日本体育施設(株)(関東営業所) 所長

栄 栗林 利光 (株)ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ 第二事業部 営業部 第二ﾁｰﾑ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

栄 古田 謙司 (株)ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ 第二事業部 営業部 第二ﾁｰﾑ

輝 赤沼 賢一 (株)リッチエード 常務取締役

栄 伊達 隆 日本道路(株)　営業第二部長 支店長

慶 武井 貢 セイコータイムクリエーション(株) 信越営業所長

慶 山本 伊織 セイコータイムクリエーション(株) 

栄 土屋 健治 (株)ながのアド・ビューロ 代表取締役社長

栄 大槻 三雄 (公財)村石スポーツ振興財団 理事長代理

栄 岸本 壮吾 (公財)村石スポーツ振興財団 事務局長
 

【NPO法人信州駅伝サポート会】

松 中島 君忠 (株)中嶋製作所会長 

瑞 渡邉 一正 理事 渡辺商事(株)会長

瑞 中原 由紀子 賛助会員 元県政タイムス社長

瑞 海野 竹雄 賛助会員 (有)海野鉄筋工業所会長

瑞 鎌田 道雄 賛助会員 安長電機(株)代表取締役会長

雅 宮下 満栄 賛助会員 (株)第１包装企画代表取締役社長 

雅 北原 大巳 賛助会員 (株)長野スター商会代表取締役社長

雅 牛澤 真一 賛助会員 (株)前田製作所財務部部長

雅 柳平 幸男 賛助会員 元管公学生服長野支店長

雅 笠原 憲正 賛助会員 元上水内陸協副会長

雅 西澤 民雄 賛助会員 元都道府県対抗男子駅伝監督 

徳 竹内 万祐 賛助会員 川中島ランニングクラブ監督

徳 深井 郁夫 事務局次長 

 席 氏名       役職 団体名略称等
【栄章受章者】
松 萩原 清 会長 松本市
翁 芳川 千恵 理事 長野市
扇 瀧沢 佳生 理事 長野市
貴 橘 麗仁 下諏訪スポ協
貴 原 智恵 木曽郡陸協
貴 内山 良一 上高井郡陸協
貴 友田 利男 かもしか倶楽部
貴 阪 圭央 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
竹 伊藤 利博 名誉副会長 長野市
寿 町田 暁世 長野市
寿 林 嘉久夫 参与 松本
寿 浦野 義忠 顧問 長野市陸協会長
寿 富松 健夫 評議員 上田
蘭 森泉 哲 中信陸協
蘭 植松 昌枝 富士見町スポ協（副部長）
華 篠原 克修 普及部長 諏訪
徳 宮澤 真一 安曇野市
徳 望月 政和 安曇野市
豊 梨子田 昌央 理事 飯山市
豊 内藤 里枝子 佐久ドリーム
蘭 大日向 暁子 松本市陸協
翁 百瀬 貴 事務局長補佐 中信陸協
翁 白澤 聖樹 理事 安曇野市
豊 酒井 剛 上伊那陸協
蘭 熊谷 賢二 理事 副会長 南信陸協
翁 桐山 勝次 理事 上伊那陸協
慶 丸岡 修 イイダＡＣ
徳 吉田 淳一 東信陸協
徳 山﨑 豊茂 松本国際AC
豊 荒井 洋光 松本市陸協

【男子駅伝チーム・男女駅伝トレーナー】
華 内山 了治 団長 理事長〔栄章〕安曇野市
禄 北島 正孝 副団長 副会長〔栄章〕長野市
竹 高見澤 勝 監督〔栄章〕佐久長聖教員ク
禄 牛山 通髙 コーチ〔栄章〕須坂
禄 帯刀 秀幸 コーチ 上田西高等学校
幸 丸山 健志 コーチ 伝副部長 丸山農園
幸 今村 善隆 コーチ 緑ヶ丘中学校
幸 宮入 修一 コーチ 竹内製作所
幸 伊藤 秀充 コーチ 松島中学校
幸 三代澤芳男 コーチ 豊科高等学校
幸 伊藤 大志 競技者 東海大学 4年
禄 秋山 友彦 男子ﾄﾚｰﾅｰ あきやま整骨院長
禄 窪田 勝 女子ﾄﾚｰﾅｰ くぼた整骨院長
禄 野竹 康之 女子ﾄﾚｰﾅｰ 野竹接骨院長

【長野陸協会員】
蘭 堀   晃 評議員 諏訪
輝 千代 馨脩 名誉役員 諏訪
輝 下川 泰秀 名誉役員 松本
輝 北原  勲 名誉役員 長野市
瑞 杉﨑 憲雄 監事 上田
瑞 長田 雄介 監事 弁護士
慶 上條 昌夫 千曲
慶 今村 善紀 飯伊
貴 横地 京子 長野市
豊 金田 華実 長野市

【長野陸協理事】
蘭 細田 完二 会長代行 上田
豊 葛城 光一 副理事長 諏訪 協賛社
翁 田澤 稔 副理事長 松本
慶 上原 羊二 副理事長 佐久
華 小林 至 理事 事務局長 中高
華 大澤 幸造 理事 長野市
華 藤江 玲子 理事 松本大学
翁 春原 夕子 理事 佐久
扇 中島 紀子 理事 松本
扇 小穴 智恵美 理事 安曇野 協賛社
扇 青柳 智之 理事 松本
扇 横打 史雄 理事 長野市
扇 小林 幸太郎 理事 飯水


