
平成２４年度 スポーツ推進委員各種功労者表彰について 

 

○ スポーツ推進委員功労者文部科学大臣表彰受賞者 

№ 支部名 市町村名 氏  名 

１ 福 島 福島市 山﨑 光彦 

２ 西白河 西郷村 小針 孝廣 

 

○ 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合功労者 

№ 支部名 市町村名 氏  名 

１ 郡山 郡山市 松崎 和美 

２ 岩瀬 鏡石町 小林 昭一 

３ 北会津 会津若松市 古川 昭雄 

４ いわき いわき市 古川 兼良 

 

○ 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合優良団体表彰受賞団体 

№ 支部名 市町村名 団 体 名 

１ 相馬 相馬市 相馬市スポーツ推進委員会 

 

○ 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合３０年勤続表彰者 

№ 支部名 市町村名 氏  名 

１ 安達 大玉村 佐原 孝男 

２ 岩瀬 須賀川市 石井 文和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 東北地区スポーツ推進委員協議会功労者 

№ 支部名 市町村名 氏  名 

１ 福島 福島市 三浦 光雄 

２ 福島 福島市 水戸眞由子 

３ 伊達 伊達市 八巻 源一 

４ 安達 二本松市 佐藤 延子 

５ 安達 本宮市 菅野 三郎 

６ 郡山 郡山市 天野 景明 

７ 岩瀬 須賀川市 安藤 順子 

８ 石川 古殿町 鈴木 慶子 

９ 田村 三春町 笠間  忠 

１０ 田村 田村市 土屋 省一 

１１ 田村 小野町 宗像  智 

１２ 西白河 西郷村 真船 恒郎 

１３ 西白河 中島村 天倉  健 

１４ 西白河 白河市 五十嵐啓介 

１５ 東白川 塙町 遠藤 公一 

１６ 東白川 塙町 松本 直子 

１７ 北会津 会津若松市 渡部 芳江 

１８ 北会津 会津若松市 高橋 一美 

１９ 北会津 会津若松市 星  陽子 

２０ 耶麻 北塩原村 岩田 多吉 

２１ 両沼 会津美里町 根本 利幸 

２２ 南会津 南会津町 土橋 一徳 

２３ 相馬 相馬市 石田 義広 

２４ 相馬 南相馬市 松野たつ子 

２５ いわき いわき市 白土 正衛 

２６ いわき いわき市 吉田美佐子 

 

 

 



○ 福島県スポーツ推進委員協議会功労者 

№ 支部 市町村名 氏  名 № 支部 市町村名 氏  名 

１ 

福島 福島 

作田謙太郎 24 
西白河 

白河 佐藤 孝之 

２ 阿部 リヨ 25 中島 小室  剛 

３ 八巻 順子 26 東白川 矢祭 本多  守 

４ 
伊達 伊達 

齋藤 恵子 27 

北会津 会津若松 

橋本 博子 

５ 菅野 京寿 28 渡邉 義彦 

６ 

安達 

大玉 中村伸太郎 29 佐藤  実 

７ 
本宮 

伊藤勇喜治 30 齋藤 郁男 

８ 磯松  等 31 滝沢 直子 

９ 郡山 郡山 宮田 孝一 32 高橋  聡 

10 

岩瀬 

須賀川 
真壁 正芳 33 武藤 吟子 

11 熊田 一彦 34 

耶麻 
喜多方 

野邉 良一 

12 
鏡石 

稲田加代子 35 小池 幸希 

13 面川 洋子 36 田代 順一 

14 天栄 瀬和マユミ 37 北塩原 渡部喜代治 

15 
石川 古殿 

鈴木 博敏 38 
両沼 会津坂下 

宮田 敏勝 

16 菅生 昌広 39 酒井ゆり子 

17 

田村 

田村 坪井 孝幸 40 南会津 南会津 平野 昭伸 

18 小野 先崎 里美 41 

相馬 
相馬 

猪狩 浩孝 

19 
三春 

飛田  直 42 山田 伸一 

20 橋本 伸子 43 南相馬 大内 清明 

21 

西白河 白河 

住山太英子 44 
双葉 大熊 

千葉 幸夫 

22 荒木 勝美 45 田名網公盛 

23 小磯 厚子  

 


