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昭30 　金　沢　秀　次 花巻市体育協会 42   栃　内　　　速 岩手県弓道連盟

31 　山　崎　権　三 宮古市体育協会   及　川　武　雄 岩手県野球協会

  木　村　北　城 二戸郡体育協会   川　村　陸　三 岩手県相撲協会

32 　長　澤　雄　二 岩手県野球協会   工　藤　七　郎 岩手県山岳協会

故 高　橋　藤　作 和賀郡体育協会 故 吉　田　光　一 盛岡市体育協会

33   瀬　川　正三郎 盛岡市体育協会 故 高　橋　北　民 和賀郡体育協会

  金田一　　　嚥 岩手県軟式庭球協会   千　葉　文　弥 東磐井郡体育協会

  船　越　悟　郎 岩手県柔道協会   吉　田　恭　平 盛岡市体育協会

34 故 箱　崎　文　弥 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会 43   桝　沢　久　一 釜石市体育協会

  村　井　精　造 盛岡市体育協会   田　屋　祥次良 岩手県弓道連盟

  永　沢　　　潔 東磐井郡体育協会   橋　爪　由　也 大船渡市体育協会

  鈴　木　房之助 大船渡市体育協会   紀　　　正　之 岩手県スキ－連盟

  瀬　川　政　雄 岩手県水泳協会   鎌　田　　　昇 花巻市体育協会

  関　　　四　郎 岩手県ｽｷ-･山岳･ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会 故 菅　原　義　見 和賀郡体育協会

  鈴　木　信　孝 岩手県ｽｷ-･山岳･ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   昆 野 伝右エ門 下閉伊郡体育協会

故 西　村　修一郎 岩手県高等学校体育連盟   森　　　篤次郎 盛岡市体育協会

  花　坂　吉兵衛 岩手県相撲協会   藤　田　喜　平 盛岡市体育協会

  佐々木　琢　造 岩手県剣道連盟   和　山　浩次郎 下閉伊郡北部体育協会

  大　友　佐武郎 岩手県体育協会 故 千　葉　春　吉 岩手県剣道連盟

故 佐々木 卯右エ門 盛岡市体育協会 故 南　部　政　末 岩手県剣道連盟

35   庄　司　秀　雄 岩手県軟式庭球協会 故 館　沢　繁次郎 岩手県軟式庭球協会

  千　田　林之助 胆沢郡体育協会 44 故 谷　村　貞　治 岩手県体育協会

故 村　松　武　雄 岩手県野球協会   朝　岡　　　蕃 岩手県弓道連盟

36   佐々木　一　夫 北上市体育協会   伊　藤　作　造 岩手県ｽｷｰ連盟

  関　　　賢　七 稗貫郡体育協会   斉　藤　房　吉 岩手県相撲連盟

  鈴　木　久　平 大船渡市体育協会   藤　原 仁左エ門 岩手県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

37   伊　藤　順太郎 陸前高田市体育協会   山　本　兵四郎 岩手県野球協会

  小　山　和　吉 岩手県山岳協会   菊　池　象　司 岩手陸上競技協会

  佐々木　弥　蔵 盛岡市体育協会   高　橋　文　三 岩手県卓球協会

故 山　内　正　志 宮古市体育協会   宮　野　六　郎 二戸体育協会

38   田　中　吉　平 釜石市体育協会 45   堀　川　英　吉 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  川　上　秀一郎 遠野市体育協会   阿　部　　　正 盛岡市体育協会

  兼　田　忠二郎 久慈市体育協会   米　川　勝　己 岩手県ｽｷｰ連盟

39   田　村　光　政 盛岡市体育協会   阿　部　作兵エ 花巻市体育協会

  村　上　庄　作 東磐井郡体育協会   斎　藤　隆　三 北上市体育協会

  赤　沢　勝三郎 岩手県山岳協会   下川原　恒　吉 岩手県ﾚｽﾘﾝｸﾞ協会

  鈴　木　彦次郎 岩手県相撲協会   今　野　泰　彦 岩手陸上競技協会

  岩 手 清 交 会 岩手県軟式庭球協会   阿　部　紀一郎 岩手県野球協会

40   平　賀　雄　一 盛岡市体育協会   藤　村　藤十郎 岩手県相撲連盟

  今　野　　　梓 岩手県卓球協会   大久保　増　雄 岩手県ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

  八重樫徳右衛門 北上市体育協会 故 島　野　留　吉 東和町体育協会

41   金　沢　堅　治 盛岡市体育協会 46   佐　藤　亦　助 江刺市体育協会

  加　藤　昌　得 岩手県体操協会   及　川　太一郎 水沢市体育協会

  菊　池　慶一郎 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ協会   田　口　三　郎 二戸郡体育協会

  館　沢　徳　栄 岩手県高等学校体育連盟   山　下　知　躬 岩手県弓道連盟

  高　橋　　　弘 岩手県体育協会   芦　　　幸　吾 岩手県卓球協会

岩手県体育協会功労賞受賞者
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47   田　村　喜一郎 岩手県相撲連盟 50 故 平　山　浪　雄 水沢市体育協会

  若　山　寿　一 岩手県野球協会 故 中　島　正　郎 岩手県卓球協会

  梅　野　直　蔵 岩手県剣道連盟 故 山　館　鉱　一 岩手県ｱｲｽﾎｯｹ-協会

  瓦　田　袈裟雄 釜石市体育協会   阿　部　辰　夫 大船渡市体育協会

  渡　辺　勘次郎 岩手陸上競技協会   植　木　　　薫 岩手県ｽｷｰ連盟

48   瀬　田　孝　一 岩手県漕艇協会   渡　辺　文　雄 岩手県ｸﾚ-射撃協会

  伊　藤　猛　虎 岩手県相撲連盟   松　田　三　郎 大槌町体育協会

  岩　崎　惣　助 岩手県野球協会 51   小　野　健　一 岩手県卓球協会

  池　野　藤兵エ 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会 故 芳　沢　宏　志 岩手県ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

  吉　岡　格　六 岩手県高等学校体育連盟   屋和田　　　正 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  戸　嶋　正　夫 岩手県高等学校体育連盟   宮　田　九　八 岩手県ﾎｯｹｰ協会

  藤　田　　　広 岩手県弓道連盟   並　岡　武　男 岩手県剣道連盟

  三　田　道　忠 岩手県ｸﾚ-射撃協会   鈴　木　典　郎 岩手県軟式庭球連盟

  川　畑　憲　雄 岩手県ｽｷｰ連盟   平　野　梅　吉 宮古市体育協会

  佐々木　耕　助 岩手陸上競技協会   佐　藤　忠　四 岩手県体育協会

  寺　沢　省一郎 岩手県山岳協会   高　橋　京　三 盛岡市体育協会

  工　藤　常　雄 二戸郡体育協会   川　村　　　勲 矢巾町体育協会

  工　藤　与四郎 滝沢村体育協会 52   安　保　辰　己 岩手県ｽｷｰ連盟

  岩　崎　唯　夫 水沢市体育協会   高　橋　朝　雄 花巻市体育協会

  加　藤　文　吉 大東町体育協会   金　野　菊三郎 大船渡市体育協会

  小松代　幹太郎 平泉町体育協会   鷹　觜　直　治 紫波郡体育協会

  梅　津　松　夫 岩手県蹴球協会   佐々木　正　人 盛岡市体育協会

49   小　島　祐　二 岩手県ﾖｯﾄ連盟   藤　村　正　三 盛岡市体育協会

  中　居　善　助 宮古市体育協会   山　本　祐二郎 釜石市体育協会

故 元　持 義左エ門 岩手県ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟   佐　野　玉　吉 水沢市体育協会

  中　野　正　興 紫波郡体育協会   四ツ家　道　二 岩手県相撲連盟

  茂　木　久　好 江刺市体育協会   菅　原　誠　二 岩手県野球協会

  菅　野　至　善 住田町体育協会   鳥　取　貞　三 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会

  山　本　祐二郎 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 故 藤　原　　　勇 岩手県柔道協会

  熊　谷　秀　三 東磐井郡体育協会   小野寺　英　長 岩手県高等学校体育連盟

  長　澤　正　夫 岩手県野球協会 53   四　戸　馬二郎 二戸市体育協会

  山　本　勝　夫 岩手県漕艇協会   山　本　弥之助 岩手県山岳協会

  金　沢　秋　夫 水沢市体育協会   小　川　秀五郎 岩手県体育協会

  織　田　　　一 盛岡市体育協会   佐　野　誠　一 大船渡市体育協会

  伊　藤　勘太郎 花巻市体育協会   八重島　　　実 盛岡市体育協会

　水 沢 市 剣 友 会 岩手県剣道協会   浜　村　半　蔵 山田町体育協会

50   昆　　　徳　治 県社会人野球協会   斎　藤　勘次郎 盛岡市体育協会

  宮　沢　吉太郎 花巻市体育協会   斎　藤　忠　造 岩手県ｽｷｰ連盟

  長　岡　由太郎 盛岡市体育協会   工　藤　栄　一 岩手陸上競技協会

  坂　下　　　健 岩手県野球協会   藤　澤　省　三 岩手県軟式庭球連盟

  庄　司　広　志 水沢市体育協会   金　崎　太　郎 岩手県体操協会

  熊　谷　直　一 藤沢町体育協会   佐々木　安治郎 花巻市体育協会

  工　藤　　　操 遠野市体育協会   山　内　亀千代 岩手県漕艇協会

  藤　島　正　敬 宮古市体育協会 54   笠　原　　　力 北上市体育協会

  昆　　　義　尚 岩手県相撲連盟   高　橋　平　助 水沢市体育協会

  村　田　栄　三 岩手県体育協会   袴 田 作右エ門 盛岡市体育協会
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54   芳　賀　徳　松 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会 57   太　田　浩　史 岩手県山岳協会

  松　嶋　真　蔵 岩手県体育協会   高　橋　藤　八 和賀町体育協会

  藤　澤　清　志 岩手県体育協会   高　橋　孝　造 岩手県野球協会

  藤　澤　正　一 岩手県体育協会   高　橋　　　康 江刺市体育協会

  鈴　木　宏　策 岩手県体育協会   岩　渕　孝　蓉 岩手県馬術連盟

  國　分　保　男 岩手県体育協会 58   大久保　貞　一 岩手県柔道連盟

55   西　村　久　平 二戸郡体育協会   千　葉　二　郎 釜石市体育協会

  石　井　重　郎 岩手県軟式庭球連盟   橋　本　種　仁 一関市体育協会

  宮　田　立志郎 西根町体育協会   鈴　木　礼次郎 平泉町体育協会

  小　綿　謙　一 岩手県相撲連盟   高　橋　重　雄 江釣子村体育協会

故 佐　藤　　　豊 北上市体育協会   千　田　　　玄 岩手県高等学校体育連盟

  田野崎　東九郎 花泉町体育協会   泉　舘　栄　喜 紫波町体育協会

  岩　渕　　　佶 岩手県柔道連盟   祝　　　次　郎 岩手県自転車連盟

  柳　村　兼　見 滝沢村体育協会   柴　内　英　三 岩手県ﾃﾆｽ協会

  佐　藤　行　明 花巻市体育協会   小　泉　久仁雄 岩手県ｱｲｽﾎｯｹ-連盟

  大　澤　万　治 岩手県弓・剣道連盟   菊　池　六　郎 東和町体育協会

  新　里　善　治 遠野市体育協会 故 圓　子　庄　七 岩手県卓球協会

56   工　藤　千　蔵 遠野市体育協会   田　村　政　栄 西根町体育協会

  村　井　良　造 盛岡市体育協会   千　田　季　雄 前沢町体育協会

  高　橋　健　二 岩手県ｸﾚ-射撃協会   細　野　政　雄 岩手陸上競技協会

  高　野　貞　雄 岩手県野球協会   三　浦　嘉　一 宮古市体育協会

  沼　田　宗　一 松尾村体育協会   八木橋　　　武 岩手県山岳協会

  吉　田　　　博 矢巾町体育協会   小　川　清　介 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  渡　辺　初　郎 北上市体育協会   八重樫　　　正 盛岡市体育協会

  四　戸　　　忠 北上市体育協会   近　江　大三郎 岩手県野球協会

  佐　藤　　　勉 水沢市体育協会   伊　藤　和三郎 花巻市体育協会

  滝　田　國太郎 花巻市体育協会   豊　島　純三郎 岩手県漕艇協会

故 松　尾　義　雄 和賀郡体育協会 59   佐　藤　　　優 盛岡市体育協会

  瀬　川　佳　男 岩手県ｽｷｰ連盟   亀　井　竹　男 胆沢郡体育協会

  伊　勢　捷　一 大船渡市体育協会   千　葉　専　三 久慈市体育協会

  村　井　正　衛 岩手県山岳協会   岩　渕　斐　章 江刺市体育協会

  長　澤　常　人 岩手県体育協会   中　村　助　松 岩手県野球協会

  佐々木　　　宏 岩手県体育協会   千　田　喜　八 花巻市体育協会

  根　田　　　栄 岩手県体育協会   三　浦　　　均 岩手県高等学校体育連盟

57   神　田　國　志 九戸村体育協会   矢羽々　通　夫 岩手県高等学校体育連盟

  長　山　隆　吉 遠野市体育協会   小　西　喜　助 岩手県山岳協会

  川　村　亮　介 矢巾町体育協会   佐　藤　敬　一 宮古市体育協会

  佐　藤　忠次郎 北上市体育協会   西　村　与　蔵 滝沢村体育協会

  金田一　芳　美 盛岡市体育協会   千　葉　敏　夫 花泉町体育協会

  土井尻　清　見 滝沢村体育協会   藤　原　敬　治 岩手県ﾃﾆｽ協会

  鳥　内　健次郎 岩手県相撲連盟   高　橋　勝　一 水沢市体育協会

  小　林　正　雄 岩手県柔道連盟   斎　藤　勝　郎 北上市体育協会

  大　矢　富二郎 岩手県ﾃﾆｽ協会   畠　山　幸　男 大船渡市体育協会

  馬　場　千代治 陸前高田市体育協会   永　沢　　　信 岩手県漕艇協会

  上　山　正　雄 花巻市体育協会   東　根　清　蔵 岩手県柔道協会

故 宮　野　梅　吉 岩手陸上競技協会   伊　勢　直　志 陸前高田市体育協会
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59   高　橋　重　吉 西根町体育協会 61   三　浦　一　男 浄法寺町体育協会

  巣　内　亥十二 川井村体育協会   熊　谷　与　吉 滝沢村体育協会

  大　泉　親　平 岩手県弓道連盟   高　橋　由　一 胆沢郡体育協会

60   清　水　慶　八 大迫町体育協会   湊　　　五　郎 山田町体育協会

  遠　藤　昌　次 葛巻町体育協会   北　島　暉　男 沢内村体育協会

  沖　田　芳　雄 矢巾町体育協会   金　野　隆　次 川崎村体育協会

  藤　田　忠　一 胆沢郡・町体育協会   谷　村　長三郎 岩手県ｶﾇｰ協会

  千　葉　幸　一 花巻市体育協会   菊　池　忠　男 岩手県卓球協会

  八木橋　伸　夫 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会   滝　川　善三郎 岩手県野球協会

  菊　池　　　正 遠野市体育協会 故 安　保　寅　平 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  高　橋　　　巌 一関市体育協会   吉　田　　　弘 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  山　下　　　哲 大船渡市体育協会   村　田　柴　太 岩手県山岳協会

  森　川　忠　一 岩手県弓道連盟   斎　藤　五　郎 岩手県軟式庭球連盟

  熊　谷　繁太郎 陸前高田市体育協会   井　上　義　一 岩手県漕艇協会

  横　沢　才　吉 岩手県卓球協会   芳　川　顕　一 一関市体育協会

  厨　川　英　雄 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会 62 　及　川　利　二 岩手県馬術連盟

  菅　野　喜　市 岩手県ﾗｲﾌﾙ射撃協会 故 芳　沢　宏　安 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

  片　野　源　七 一戸町体育協会   小田島　　　實 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ協会

  坂　本　弘　泰 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会   坂　川　秀　清 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  久　慈　仁　八 岩手県野球協会   藤　原　良　二 岩手県野球協会

  菅　原　辰　造 岩手県ｽｷｰ連盟   後　藤　　　力 岩手県ｱ-ﾁｪﾘ-協会

  沼　田　宗　吉 滝沢村体育協会   山　口　弘　志 岩手県柔道連盟

  久　慈　秀　雄 二戸市体育協会   玉　懸　謙　一 岩手県軟式庭球連盟

  室　岡　啓　一 岩手県ｻｯｶｰ協会 故 岩　動　道　行 岩手県山岳協会

  及　川　俊　平 北上市体育協会   藤　澤　喜八郎 岩手県ｽｷｰ連盟

  谷　藤　新　吉 岩手県剣道連盟   盛　合　　　聡 岩手県漕艇協会

  宇　部　年　久 岩手県柔道連盟 故 大　西　成　三 二戸郡体育協会

  佐々木　　　猛 岩手県水泳連盟   菊　池　義　雄 陸前高田市体育協会

  中　沢　義　雄 久慈市体育協会   小野寺　清　喜 川崎村体育協会

61   佐　藤　忠　三 花巻市体育協会   菅　野　敬　一 江刺市体育協会

  伊　東　　　斉 陸前高田市体育協会   清　水　正　己 北上市体育協会

  及　川　　　圭 遠野市体育協会   沼　里　有　徳 遠野市体育協会

  小　倉　十　良 久慈市体育協会   千　葉　力　男 大船渡市体育協会

  池　田　文三郎 江刺市体育協会   横　田　和　雄 石鳥谷町体育協会

  金　　　康　弘 大東町体育協会   高　橋　昭　夫 江釣子村体育協会

  漆　原　義　實 矢巾町体育協会   福　士　和　夫 山田町体育協会

  菅　原　松　雄 岩手県銃剣道連盟   瀬　川　長　二 東和町体育協会

  水　野　　　勇 岩手県柔道連盟   金　子　エ　キ 盛岡市体育協会

  菊　池　大　助 岩手県ｽｷｰ連盟   富　沢　武　雄 花巻市体育協会

  藤　原　啓　三 岩手陸上競技協会   菊　地　助太郎 一関市体育協会

  浜　田　平太郎 岩手県ｸﾚ-射撃協会   坂　本　逸　男 水沢市体育協会

  小笠原　　　甫 岩手県弓道連盟   阿　部　利　吉 胆沢郡体育協会

  小田切　　　敏 岩手県ﾃﾆｽ協会   西　郷　　　昇 矢巾町体育協会

  遠　藤　　　勇 岩手県相撲連盟   小　原　龍　一 和賀町体育協会

  斎　藤　忠　三 北上市体育協会   佐々木　　　徹 湯田町体育協会

  高　橋　安　雄 北上市体育協会   武　田　岩　蔵 滝沢村体育協会
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62   三　浦　一　郎 釜石市体育協会 元   松　本　昭　郎 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

  原　田　源　次 岩手県剣道連盟   三ケ田　誠　一 岩手県ｽｷｰ連盟

  花泉町剣道協会 岩手県剣道連盟   佐久山　五　男 岩手県中学校体育連盟

63   菅　原　二　郎 岩手県ｽｷｰ連盟   畑　山　光　昭 岩手陸上競技協会

  樋　口　清　也 岩手県軟式庭球連盟   及　川　　　薫 藤沢町体育協会

  及　川　　　司 岩手県野球協会   三　浦　典　男 北上市体育協会

  小　沢　　　良 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会   山　口　信　夫 盛岡市体育協会

  三田地　智　雄 岩手陸上競技協会   駒　井　啓　三 宮古市体育協会

  菅　原　文　治 岩手県柔道連盟   八重樫　　　忠 岩泉町体育協会

  中　谷　　　充 岩手県山岳協会   鈴　木　正　男 東山町体育協会

  小　原　房之助 岩手県高等学校体育連盟   袰 岩 長右エ門 新里村体育協会

  佐　藤　　　浩 岩手県高等学校体育連盟   高　橋　周　一 湯田町体育協会

  大　沢　　　靖 岩手県体育協会   林　　　貞　三 花巻市体育協会

  箱　崎　敬　吉 岩手県体育協会   菊　池　光　八 東和町体育協会

  川　口　丑　吉 岩手県体育協会   松　田　芳　雄 住田町体育協会

  熊　谷　良　介 岩手県漕艇協会   小　川　すみ子 釜石市体育協会

  熊　谷　梅　作 大船渡市体育協会   谷　地　佐　平 久慈市体育協会

  長　沢　富　造 滝沢村体育協会   時　田　一　雄 遠野市体育協会

  菊　地　忠二郎 胆沢郡体育協会   大志田　　　正 都南村体育協会

  藤　澤　一　郎 都南村体育協会   和賀郡体育協会 和賀郡体育協会

畠　山　善　立 東和町体育協会   笠　原　三　郎 一関市体育協会

  皆　川　　　清 千厩町体育協会   高　橋　重　吉 和賀町体育協会

  上　沢　吉　美 釜石市体育協会   蛇　沢　徳兵衛 江刺市体育協会

  伊　藤　益　吉 花巻市体育協会   月　山　茂三郎 岩手町体育協会

  道　又　弥　平 大槌町体育協会   小野寺　佐　吉 前沢町体育協会

  近　藤　勝　雄 山田町体育協会   宮　沢　才　典 大船渡市体育協会

  菅　原　忠　一 湯田町体育協会   佐々木　　　智 山田町体育協会

  菊　池　　　功 遠野市体育協会 2   佐　藤　政二郎 岩手陸上競技協会

  山　田　協　二 江刺市体育協会   古　館　伝三郎 岩手県柔道連盟

  八重樫　孝　平 岩泉町体育協会   熊　谷　鉄　男 岩手県軟式庭球連盟

  藤　原　ノ　ブ 盛岡市体育協会   富　手　文　夫 岩手県ｽｷｰ連盟

  及　川　芳　男 宮守村体育協会   岩　渕　昭　一 岩手県野球協会

  及　川　　　章 陸前高田市体育協会   新　道　　　久 岩手県自転車競技連盟

故 小　川　　　努 水沢市体育協会   村　田　敦　胤 岩手県弓道連盟

  小　嶋　武　志 一関市体育協会   白　石　景　秀 岩手県漕艇協会

  野　崎　泰　郎 宮古市体育協会   細　川　善　一 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  馬　場　幸　一 浄法寺町体育協会   高　橋　　　力 岩手県高等学校体育連盟

平元   大　森　興　樹 岩手県野球協会   角　掛　　　博 岩手県中学校体育連盟

  佐　藤　利　蔵 岩手県相撲連盟   佐々木　信　雄 一関市体育協会

  長　沢　新　一 岩手県山岳協会   小松原　幸　治 江刺市体育協会

  栃　内　松四郎 岩手県水泳連盟   工　藤　　　健 岩泉町体育協会

  遊　座　喜八郎 岩手県漕艇協会   大　澤　謙　吉 盛岡市体育協会

  阿　部　　　聖 岩手県軟式庭球連盟   浅　沼　正　一 宮古市体育協会

  高　橋　紀　夫 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ協会   鈴　木　英太郎 東山町体育協会

  浅　井　東兵衛 岩手県柔道連盟   岩　渕　信　郎 藤澤町体育協会

  渡　辺　文　正 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   日　下　恭　一 釜石市体育協会
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2 　八重樫　福　治 花泉町体育協会 3 　西　城　淳　一 千厩町体育協会

  佐　藤　　　勝 大船渡市体育協会   熊　谷　勝　海 藤澤町体育協会

  藤　澤　藤十郎 都南村体育協会   金　野　七之助 東山町体育協会

  高　橋　國　男 湯田町体育協会   三　浦　芳　一 大東町体育協会

  八重樫　幹　雄 金ケ崎町体育協会   萬　　　吉　郎 山田町体育協会

  瀬　川　成　一 花巻市体育協会   遠　藤　信　夫 岩泉町体育協会

  菊　池　義　忠 山田町体育協会   片子沢　治三郎 種市町体育協会

  窪　田　　　昭 二戸市体育協会   布　台　勇　三 玉山村体育協会

  大和田　良　平 陸前高田市体育協会   大志田　一　夫 都南村体育協会

  川　上　　　淳 遠野市体育協会   高　橋　　　秀 江釣子村体育協会

  及　川　　　卓 北上市体育協会   村　田　政　雄 野田村体育協会

  樋　口　郁　文 水沢市体育協会   戸井口　正　雄 九戸村体育協会

  佐々木　三　治 東和町体育協会   斎　藤　金　平 和賀郡体育協会

3   小田中　勝四郎 岩手陸上競技協会   安　倍　長　明 胆沢郡体育協会

  岩　根　和　夫 岩手県水泳連盟   安　保　隆　治 二戸地区体育協会

  道　又　　　亨 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟 4   下川原　　　孝 釜石市体育協会

  足　澤　　　至 岩手県体操協会   斎　藤　政　憲 北上市体育協会

  村　上　照五郎 岩手県軟式庭球連盟   太　田　捨　雄 一関市体育協会

  千　葉　三　郎 岩手県野球協会   船　木　真　平 宮古市体育協会

  河　内　雄三郎 岩手県柔道連盟   佐　野　允　夫 江刺市体育協会

  佐　藤　秀　夫 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会   小野寺　俊　郎 盛岡市体育協会

  谷　藤　　　誠 岩手県剣道連盟   佐　藤　正一郎 水沢市体育協会

  鈴　木　修　一 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   照　井　哲　郎 花巻市体育協会

  水　本　　　清 岩手県ｸﾚ-射撃協会   菊　池　　　廣 遠野市体育協会

  三ケ田　禮　三 岩手県ｽｷｰ連盟   小　田　直　民 久慈市体育協会

  菊　池　光　男 岩手県山岳協会   鈴　木　　　衛 盛岡市体育協会

  武　田　安　道 岩手県中学校体育連盟   中　島　高　雄 北上市体育協会

  藤　澤　康　文 岩手県中学校体育連盟   三　浦　茂　夫 大船渡市体育協会

故 藤　枝　照　義 岩手県高等学校体育連盟   上　杉　　　正 湯田町体育協会

  津　田　　　敬 岩手県高等学校体育連盟   加美山　　　茂 岩泉町体育協会

  高　橋　哲　雄 盛岡市体育協会   安　藤　睦　夫 種市町体育協会

  菊　池　ス　エ 釜石市体育協会   八　幡　秀　男 安代町体育協会

  船　越　賢太郎 宮古市体育協会   佐々木　廣　次 東和町体育協会

  千　葉　吉　也 一関市体育協会   福　士　熊　雄 山田町体育協会

故 鈴　木　和　夫 大船渡市体育協会   及　川　徳　雄 東山町体育協会

  佐　藤　　　精 花巻市体育協会   野　沢　　　昭 矢巾町体育協会

  澤　藤　喜　平 北上市体育協会   佐々木　正　人 住田町体育協会

  星　　　久　吾 水沢市体育協会   八重樫　重　雄 玉山村体育協会

  畠　山　久　雄 陸前高田市体育協会   前　田　公　司 野田村体育協会

  金田一　京　一 遠野市体育協会   吉　田　順　一 和賀郡体育協会

  鈴　木　智恵子 江刺市体育協会   沖　田　岑　夫 岩手県高等学校体育連盟

  小　野　保　一 二戸市体育協会   菅　原　三千穂 岩手県ｹﾞ-ﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  長　沢　忠　二 雫石町体育協会   富　山　英　韶 岩手県野球協会

  千　葉　　　・ 東和町体育協会   宮　　　静　孝 岩手県剣道連盟

  高　橋　　　毅 和賀町体育協会   高　橋　恒　夫 岩手県ｽｷｰ連盟

  高　橋　尚　一 湯田町体育協会   坂　本　　　孝 岩手県ｽｷｰ連盟
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4 　菅　原　武　雄 岩手県ｸﾚ-射撃協会 5 　桜　井　昭　彦 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

  鈴　木　喜　七 岩手県ﾃﾆｽ協会   佐　藤　勝　一 岩手県ｽｷｰ連盟

  坂　本　勇　吉 岩手県柔道連盟   浦　田　　　稔 岩手県ﾎｯｹｰ協会

  谷　藤　貞　子 岩手県なぎなた連盟   池　野　和　夫 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  和　田　慶　喜 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟   日　向　　　幸 岩手県体操協会

  星　川　正次郎 岩手陸上競技協会   伊　東　忠　雄 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  菊　池　欣　一 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   音　石　康　一 岩手県山岳協会

  竹　澤　　　清 岩手県漕艇協会 6   佐　藤　哲　郎 水沢市体育協会

  飯　岡　邦　夫 岩手県卓球協会   昆　　　正　助 山田町体育協会

  佐　藤　克　巳 岩手県自転車連盟   三ノ宮　信　穂 一関市体育協会

  村　上　近　幸 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会   和　山　平次郎 岩泉町体育協会

  松　本　　　隆 岩手県ｶﾇｰ協会   高　橋　　　亘 胆沢郡体育協会

  斎　藤　善　也 岩手県山岳協会   佐々木　狷　三 石鳥谷町体育協会

5   高　橋　忠四郎 二戸体育協会   瀬　川　武　男 花巻市体育協会

  栃　内　　　巌 盛岡市体育協会   浅　水　由　蔵 久慈市体育協会

  及　川　文　八 遠野市体育協会   広　野　昭　二 江刺市体育協会

  赤　坂　俊　夫 盛岡市体育協会   小野寺　龍　己 花泉町体育協会

  及　川　忠　平 江刺市体育協会   高　橋　長　蔵 松尾村体育協会

  藤　原　登　司 花巻市体育協会   新　田　浩　平 遠野市体育協会

  山　下　兄　一 宮古市体育協会   伊　藤　章　一 盛岡市体育協会

  水　野　　　仁 大船渡市体育協会   木　村　政　雄 宮古市体育協会

  野　呂　甚　吾 水沢市体育協会   熊　谷　喜　一 千厩町体育協会

  長　沢　良　造 一関市体育協会   高　橋　正　年 北上市体育協会

  久　慈　正　己 久慈市体育協会   大　澤　一　皓 西根町体育協会

  村　井　　　瀞 釜石市体育協会   小　島　　　寛 大船渡市体育協会

  畠　山　泰　吾 北上市体育協会   坂　本　繁　雄 雫石町体育協会

  稲荷場　徳　治 玉山村体育協会   今　西　光　映 東和町体育協会

  藤　田　専五郎 安代町体育協会   岡　田　安　夫 陸前高田市体育協会

  三　上　徳三郎 岩泉町体育協会 故 三　浦　誠　一 釜石市体育協会

  八　田　幸　男 山田町体育協会   篠　村　五　平 岩手県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

  西　郷　　　司 矢巾町体育協会   山　崎　忠　保 岩手県ｻｯｶｰ協会

  浅　沼　昭　一 東和町体育協会   潮　田　祥　一 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  高　橋　信　一 湯田町体育協会   船　越　賢太郎 岩手県柔道連盟

  高　橋　　　淳 東山町体育協会   久保田　了　康 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  伊　藤　　　力 川崎村体育協会   大　野　泰　一 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ協会

  高　橋　惣　蔵 胆沢郡体育協会   村　上　敬太郎 岩手県野球協会

  小　原　　　孝 和賀郡体育協会   井　上　慶　一 岩手県ｽｷｰ連盟

  小山田　仙　吉 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   藤　澤　芳　司 岩手県水泳連盟

  瀧　野　輿　吉 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟   村　井　研一郎 岩手県漕艇協会

故 佐　藤　儀兵衛 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   川　辺　絢　子 岩手県なぎなた連盟

  松　本　和　男 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟   川　村　幸　男 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

  小野寺　嗣　雄 岩手県野球協会   杣　　　好　明 岩手県体操協会

  牛　袋　研　二 岩手県剣道連盟   佐　藤　拓　郎 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会

  本　山　昭　孝 岩手県漕艇協会   山　影　源　吉 岩手県高等学校体育連盟

  井　上　定　美 岩手陸上競技協会   大　森　　　卓 岩手県中学校体育連盟

  本　宮　　　宏 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会   金　野　　　誠 岩手陸上競技協会
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6 　村　井　良　和 岩手県水泳連盟 8 　小　澤　　　敬 江刺市体育協会

  佐　藤　克　夫 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会   小　國　登美雄 大槌町体育協会

  矢羽々　文一郎 岩手県山岳協会   佐　藤　繁　雄 一関市体育協会

  太　田　利　彦 岩手県体育協会   川　村　正　忠 東和町体育協会

  松　館　完　一 岩手県体育協会   及　川　淳　平 水沢市体育協会

7   宮　川　勇　吉 和賀郡体育協会   志　賀　竹次郎 久慈市体育協会

  大　野　　　拓 一関市体育協会   田　村　正　一 西根町体育協会

  鈴　木　丈　夫 花泉町体育協会   佐々木　恭　平 岩泉町体育協会

  加　茂　久　一 釜石市体育協会   平　藤　七　郎 雫石町体育協会

  平　山　次　彦 大船渡市体育協会 故 千　葉　忠　義 西根町体育協会

  田　中　節　郎 北上市体育協会   谷　口　忠　一 宮古市体育協会

  熊　谷　和　雄 藤沢町体育協会   刈　谷　正　見 大船渡市体育協会

  成ケ沢　　　隆 宮古市体育協会   里　舘　重　喜 大槌町体育協会

  中新井田　丈夫 久慈市体育協会   樋　下　正　光 盛岡市体育協会

  川　口　善　彌 雫石町体育協会   佐　熊　　　位 住田町体育協会

  多　田　和　城 遠野市体育協会   西　郷　　　隆 矢巾町体育協会

  戸　田　幸　夫 胆沢郡体育協会   山　崎　行　夫 湯田町体育協会

  佐　々　賢　一 大槌町体育協会   浅　沼　傳　一 遠野市体育協会

  菊　池　孝　治 花巻市体育協会   城　戸　良　悦 北上市体育協会

  杣　沢　正　光 水沢市体育協会   佐久間　侃　市 釜石市体育協会

  坂　本　博　視 盛岡市体育協会   佐　藤　　　勇 花巻市体育協会

  佐　藤　　　毅 山田町体育協会   一ノ倉　廣　平 和賀郡体育協会

  竹　田　信　男 西根町体育協会   金　野　道　男 胆沢郡体育協会

  及　川　　　満 江刺市体育協会   平　野　一　悳 岩手県漕艇協会

  木　村　正　郎 岩手県野球協会   北湯口　昌　夫 岩手県剣道連盟

  木　村　龍　男 岩手県柔道連盟   赤　坂　祐　三 岩手県柔道連盟

  中　村　正　志 岩手県ｻｯｶｰ協会   和　田　敏　見 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  石　川　　　廣 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   小　原　　　勧 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  山野目　　　弘 岩手県ﾖｯﾄ連盟   山　口　光　夫 岩手県野球協会

  遠　藤　辰　治 岩手県漕艇協会   北　村　良　三 岩手県ﾖｯﾄ連盟

  石　川　勝　郎 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟   高　柳　太　一 岩手陸上競技協会

  吉　川　孝　正 岩手県体操協会   石　杜　勇　悦 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

  加　藤　春　男 岩手県銃剣道連盟   山　崎　利　英 岩手県ｸﾚ-射撃協会

  高　橋　郁次郎 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟   大　谷　勝　男 岩手県体育協会

  赤　沢　　　智 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ協会   宮　野　宏　一 岩手県ｻｯｶｰ協会

  松　岡　　　勲 岩手県スキ－連盟   山　形　康　夫 岩手県ｻｯｶｰ協会

  高　橋　　　孝 岩手県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会   長谷川　淳　夫 岩手県自転車競技連盟

  戸　羽　親　雄 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会   矢羽々　昭　夫 岩手県山岳協会

  谷　藤　　　清 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会   藤　原　忠　邦 岩手県体操協会

  八重樫　　　洵 岩手県自転車競技連盟   梅　津　芳　生 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会

  細　越　　　力 岩手県水泳連盟   高　瀬　一　行 岩手県水泳連盟

  石　亀　時　彦 岩手県ｸﾚ-射撃協会   荒　川　　　至 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

  佐々木　健　一 岩手陸上競技協会   吉　田　几　生 岩手県ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟

  高　橋　敬　明 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会   吉　田　譲　二 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  四　戸　寛次郎 岩手県山岳協会   畠　山　　　正 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ協会

  柴　田　光　蔵 岩手県ﾎｯｹｰ協会   矢羽々　弘　三 岩手県ｽｷｰ連盟
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8   初　貝　文　平　 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟 10 　新　沼　賢　一 大船渡市体育協会

9   伊　藤　儀　一 江刺市体育協会 　田　中　安　夫 水沢市体育協会

  斎　藤　　　斌 一関市体育協会 　梅　沢　　　稔 紫波町体育協会

  佐　藤　石　夫 紫波町体育協会 　竹　田　重次郎 玉山村体育協会

  川　村　弘　二 久慈市体育協会 　船　山　賢　一 盛岡市体育協会

  村　山　新太郎 玉山村体育協会 　芦　　　克　弥 大東町体育協会

  千　葉　昭　二 大船渡市体育協会 　岩　渕　充　穂 北上市体育協会

  瀬　川　忠　吉 花巻市体育協会 　山　火　義　三 久慈市体育協会

  島　香　昭　吾 宮古市体育協会 　神　崎　　　勲 一関市体育協会

  箱　石　義　郎 岩泉町体育協会 　熊　谷　耕　治 岩泉町体育協会

  藤　原　石　三 矢巾町体育協会 　佐　々　賢　一 宮古市体育協会

  安　田　俊　雄 一戸町体育協会 故 高　橋　　　忠 江刺市体育協会

  千　葉　浩　朗 大東町体育協会 　村　松　心　吉 矢巾町体育協会

  羽　柴　光　郎 湯田町体育協会 　石　川　　　洵 湯田町体育協会

  佐々木　　　章 胆沢郡体育協会 　本　間　宣　行 遠野市体育協会

  伊　澤　武　重 北上市体育協会 　佐々木　正　勝 沢内村体育協会

  高　橋　紹　郎 和賀郡体育協会 　高　橋　政　志 和賀郡体育協会

  下　田　靖　司 盛岡市体育協会 　佐々木　利　孝 花巻市体育協会

  菊　池　　　惠 大槌町体育協会 　三　浦　達　夫 釜石市体育協会

  佐　藤　宣　孝 東和町体育協会 　小田島　慧　介 東和町体育協会

  菊　池　良　一 遠野市体育協会 　眞　下　　　清 九戸村体育協会

  小　田　　　要 雫石町体育協会 　佐　藤　嘉　昭 室根村体育協会

  河　口　　　洋 水沢市体育協会 　戸　羽　輝　之 陸前高田市体育協会

  古　山　千　秋 野田村体育協会 　尾　田　昭　一 胆沢郡体育協会

  松　川　　　誠 東山町体育協会 　金　今　利　彦 川崎村体育協会

  皆　川　清　明 花泉町体育協会 　和　合　協　一 山田町体育協会

  武　内　善　治 岩手県柔道連盟 　佐々木　　　宏 岩手県漕艇協会

  晴　山　信　一 岩手県ﾃﾆｽ協会 　國　分　正　男 岩手県弓道連盟

  大　里　二　三 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会 　鎌　田　博　章 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会

  井　上　輝　夫 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会 　佐　藤　健　三 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  工　藤　祐　信 岩手県ｽｹｰﾄ連盟 　津　田　　　敬 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  根　橋　文　一 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟 　佐々木　喜八郎 岩手県ｽｹ-ﾄ連盟

故 佐　藤　　　永 岩手県卓球協会 　菊　池　敏　昭 岩手県ｻｯｶｰ協会

  村　松　　　昇 岩手県野球協会 　熊　谷　源　八 岩手陸上競技協会

  四　戸　孝　丸 岩手県体操協会 　工　藤　智　義 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

  瀬　川　雅　三 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会 　長谷川　　　一 岩手県野球協会

  竹　林　克　彦 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 　中　村　喜一郎 岩手県自転車競技連盟

  菊　池　義　男 岩手県ｸﾚ-射撃協会 　田　代　　　熈 岩手県柔道連盟

  高　橋　敬　悦 岩手県自転車競技連盟 　永　澤　卓　三 岩手県野球協会

  日　下　恭　一 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会 　幸　田　　　清 岩手県ｸﾚ-射撃協会

  村　上　　　力 岩手県山岳協会 　菅　森　幸　一 岩手県体操協会

  菊　池　洋　次 岩手県ﾖｯﾄ連盟 　出　堀　宏　明 岩手県山岳協会

  高　橋　参四郎 岩手陸上競技協会 　伊　藤　正　通 岩手県中学校体育連盟

  吉　田　重　治 岩手県水泳連盟 　野　田　修　三 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

  山　内　繁　雄 岩手県中学校体育連盟 　工　藤　義　虎 岩手県ｽｷｰ連盟

  高　橋　英　雄 岩手県高等学校体育連盟 11 　杉　本　敬　一 盛岡市体育協会
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11 　岩　崎　　　廣 玉山村体育協会 12   平　野　栄　男 宮古市体育協会

　後　藤　常　雄 水沢市体育協会   安　部　邦　郎 一関市体育協会

　佐　藤　正　男 釜石市体育協会   菊　池　　　隆 大船渡市体育協会

　畠　山　　　功 陸前高田市体育協会   高　橋　　　努 花巻市体育協会

　松　川　　　宏 東山町体育協会 　伊　藤　昭八郎 北上市体育協会

　小　林　　　正 矢巾町体育協会   後　藤　康　次 水沢市体育協会

　熊　谷　健　一 北上市体育協会   村　田　貞　雄 久慈市体育協会

　高　見　吉　郎 久慈市体育協会   菊　池　　　壽 遠野市体育協会

　高　橋　太　吉 一関市体育協会   戸　羽　一　男 陸前高田市体育協会

　菅　原　信　夫 江刺市体育協会   菊　池　利　美 江刺市体育協会

　佐々木　良　一 山田町体育協会   小田中　義　一 雫石町体育協会

　内　澤　良　男 岩手町体育協会   角　掛　孝　志 東和町体育協会

　細　川　昭一郎 紫波町体育協会   高　橋　　　功 湯田町体育協会

　三　浦　　　満 大槌町体育協会   藤　野　良　平 千厩町体育協会

　照　井　賢　造 湯田町体育協会   千　葉　文　一 東山町体育協会

　熊　谷　修　悦 東和町体育協会   佐　熊　英　也 住田町体育協会

　近　田　宏　稔 岩泉町体育協会   鈴　木　正　吾 山田町体育協会

　駒　井　吉　位 宮古市体育協会   中　川　　　章 岩泉町体育協会

故 南黒沢　　　実 雫石町体育協会   高　橋　悦　郎 松尾村体育協会

　佐　藤　昭　一 大船渡市体育協会   川　目　慶　八 玉山村体育協会

　吉　田　克　郎 胆沢郡体育協会   和　泉　光　男 沢内村体育協会

　島　　　公　一 花巻市体育協会   佐々木　二　男 胆沢郡体育協会

　沼　田　　　功 遠野市体育協会   狐　崎　映　雄 岩手陸上競技協会

　谷　地　忠　一 山形村体育協会   諏　訪　利　男 岩手県ｻｯｶｰ協会

　佐　藤　　　篤 沢内村体育協会   高　橋　誠　一 岩手県ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

　千　葉　純　司 岩手県ｽｷｰ連盟   阿　部　公　叡 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

　菊　池　俊　夫 岩手県弓道連盟   桐　野　　　廣 岩手県体操協会

　佐　藤　忠　行 岩手陸上競技協会   吉　田　益　人 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

　高　橋　勘　十 岩手県柔道連盟   菊　池　陸　郎 岩手県自転車競技連盟

　高　野　彰　男 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟   藤　根　良　三 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

　佐々木　正　義 岩手県ｻｯｶｰ協会   佐　藤　次　夫 岩手県野球協会

　菅　原　　　満 岩手県水泳連盟   中　島　達　雄 岩手県馬術連盟

　高　橋　多喜男 岩手県野球協会   遠　山　武　雄 岩手県柔道連盟

　及　川　忠　昭 岩手県ﾎﾞｰﾄ協会   金　野　　　亨 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

　新　沼　信　彦 岩手県ｸﾚ-射撃協会   足　澤　輝　夫 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ-ﾙ協会

　遠　山　晋一郎 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会   山　合　　　光 岩手県山岳協会

　中　田　公　司 岩手県自転車競技連盟   箱　石　勝　見 岩手県空手道連盟

　谷　藤　　　智 岩手県ｽｹｰﾄ連盟 故 藤　田　宗　雄 岩手県ｽｹｰﾄ連盟

　藤　原　英　輔 岩手県高等学校体育連盟   米　川　次　郎 岩手県ｽｷｰ連盟

　久　保　博　章 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会   一　戸　正　彦 岩手県合気道連盟

　櫛　引　　　護 岩手県中学校体育連盟   小　山　尚　元 岩手県中学校体育連盟

　中　込　治　郎 岩手県野球連盟   佐　藤　　　剛 岩手県高等学校体育連盟

　菊　池　栄　光 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟   鈴　木　　　浩 岩手県高等学校体育連盟

　渡　辺　正　蔵 岩手県山岳協会 13   長  沢  宏  郎 盛岡市体育協会

12   中　村　憲　嗣 盛岡市体育協会   高  橋      弘 釜石市体育協会

  大　竹　登喜雄 釜石市体育協会   金  澤  英  夫 宮古市体育協会



年度 氏　　　　　名 所　　　　　属 年度 氏　　　　　名 所　　　　　属

13 　千　葉　志　郎 一関市体育協会 14 　菊　池　民　彌 遠野市体育協会

　紀　室　久米治 大船渡市体育協会 　落　合　懸　男 宮古市体育協会

　菊　池　完　侍 花巻市体育協会 　間　　　一　男 久慈市体育協会

　菊　池　五百枝 北上市体育協会 　櫻　椛　　　毅 雫石町体育協会

　高　橋　照　治 水沢市体育協会 　竹　花　國　夫 滝沢村体育協会

　山　口　　　満 久慈市体育協会 　加　藤　行　雄 松尾村体育協会

　金田一　勝太郎 遠野市体育協会 　晴　山　高　明 石鳥谷町体育協会

　伊　勢　直　善 陸前高田市体育協会 　伊　藤　周　一 千厩町体育協会

　小田島　逸　紀 江刺市体育協会 　平　野　利　夫 東和町体育協会

　高　田　朝　男 雫石町体育協会 　五十嵐　幸　雄 湯田町体育協会

　佐々木　裕　一 石鳥谷町体育協会 　鈴　木　康　之 東山町体育協会

　藤　原　　　潔 大迫町体育協会 　菊　池　道　政 大槌町体育協会

　菊　池　國　郎 東和町体育協会 　川　端　信　作 山田町体育協会

　深　沢　福　幸 湯田町体育協会 　木　村　公　一 岩泉町体育協会

　菊　地　勇　規 藤沢町体育協会 　小野寺　弘太郎 胆沢郡体育協会

　菅　原　慶　喜 東山長体育協会 　及　川　克　郎 岩手県体育協会

　佐　山　昭 　助 大東町体育協会 　岩　舘　政　文 岩手陸上競技協会

　伊　藤　四　郎 山田町体育協会 　山　本　光　男 岩手県ｻｯｶｰ協会

　高　橋　希　喜 玉山村体育協会 　高　原　貞　夫 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟

　村　上　義　喜 胆沢郡体育協会 　佐々木　喜久子 岩手県体操協会

　高　橋　　　務 岩手県ﾎﾞｰﾄ協会 　斎　藤　昭　三 岩手県ｽｹｰﾄ連盟

　佐　藤　隆　一 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝグ連盟 　北　村　尚　英 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会

　徳　江　忠　美 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 　赤　渕　邦　夫 岩手県自転車競技連盟

　青　山　祐　助 岩手県体操協会 　藤　澤　健　一 岩手県野球協会

　山　口　徳　行 岩手県バｽｹｯﾄ-ﾙ協会 　三　輪　又　造 岩手県野球連盟

　川　野　浩　平 岩手県ｽｹｰﾄ連盟 　田　中　　　譲 岩手県相撲連盟

　千　葉　勝　 也 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟 　沼　崎　俊　明 岩手県柔道連盟

　石  川 富喜蔵治 岩手県野球協会 　小　岩　　　茂 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

　中　村　啓　治 岩手県野球連盟 　杉　田　忠　光 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

　藤　澤　　　勇 岩手県相撲連盟 　三　浦　達　夫 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

　小野寺　勘　治 岩手県柔道連盟 　高　橋　和　夫 岩手県山岳協会

　村　上　康　昭 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 　阿　部　國　二 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

　佐々木　隆　夫 岩手県バドﾐﾝﾄﾝ協会 　千　田　勝　郎 岩手県ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ連盟

　舘　洞　　　實 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 　佐久間　研次郎 岩手県高等学校体育連盟

　古　澤　勝　三 岩手県山岳協会 　長　澤　佳　彦 岩手県高等学校体育連盟

　川　村　光　朗 岩手県ｶﾇｰ協会 　大　西　正　恵 岩手県中学校体育連盟

　大　堀　　　勉 岩手県空手道連盟 15 　藤　原　義　正 盛岡市体育協会

14 　鈴　木　忠　男 盛岡市体育協会 　菅　原　弘　志 花巻市体育協会

　戸　田　幸　成 花巻体育協会 　八重樫　輝　男 北上市体育協会

　齋　藤　次　彦 北上市体育協会 　佐々木　寛　治 水沢市体育協会

　菊　地　禮　次 水沢市体育協会 　及　川　司　夫 江刺市体育協会

　橋　田　哲　夫 江刺市体育協会 　舟　山　正　三 一関市体育協会

　菅　原　辰　三 一関市体育協会 　熊　谷　庄　吾 大船渡市体育協会

　柏　崎　柾治郎 大船渡市体育協会 　新　沼　　　薫 陸前高田市体育協会

　岩　崎　健　二 陸前高田市体育協会 　菊　池　兵　吉 遠野市体育協会

故 佐　野　 　稔 釜石市体育協会 　小笠原　一　光 宮古市体育協会



年度 氏　　　　　名 所　　　　　属 年度 氏　　　　　名 所　　　　　属

15 中　野　信　男 久慈市体育協会 16 小野寺　養　祐 一関市体育協会

田　村　政　雄 岩手町体育協会 大　野　賢　次 大船渡市体育協会

松　尾　　　壽 松尾村体育協会 小　松　　　眞 陸前高田市体育協会

伊五澤　吉　衛 玉山村体育協会 伊　藤　軍　治 釜石市体育協会

角　掛　喜美夫 滝沢村体育協会 崎　山　　　貢 宮古市体育協会

阿　部　一　男 紫波町体育協会 大　坪　栄　蔵 滝沢村体育協会

高　橋　謙　治 沢内村体育協会 佐　藤　武　一 大迫町体育協会

小野寺　良　二 平泉町体育協会 東和町体育協会

千　葉　哲　世 東和町体育協会 桜　井　弘　志 湯田町体育協会

京　野　清　次 湯田町体育協会 刈　田　　　奨 沢内村体育協会

岩　渕　正　義 川崎村体育協会 高　橋　　　透 花泉町体育協会

岡　崎　金　男 東山体育協会 菅　原　二　朗 千厩町体育協会

高　橋　清　人 大東町体育協会 伊　東　久　雄 東山町体育協会

藤　枝　郁　也 大槌町体育協会 八　木　造　一 大槌町体育協会

千代川　泰　久 山田町体育協会 湊　　　照　雄 山田町体育協会

佐々木　康二郎 岩泉町体育協会 八重樫　恭　生 岩泉町体育協会

高　畑　桂　二 大迫町体育協会 一　守　文　夫 一戸町体育協会

高　村　明　男 安代町体育協会 佐　藤　久　夫 胆沢郡体育協会

佐　藤　　　裕 胆沢郡体育協会 齋　藤　眞　弘 岩手陸上競技協会

土　村　雅　彦 岩手陸上競技協会 藤　田　春　雄 岩手県ｻｯｶｰ協会

小野寺　吾　老 岩手県ｻｯｶｰ協会 鎌　田　　　勲 岩手県ｽｷｰ連盟

関　　　桂一郎 岩手県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟 菊　池　　　敬 岩手県ﾃﾆｽ協会

斎　藤　交　子 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 小　林　清　利 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

菊　池　軍　次 岩手県体操協会 佐々木　一　郎 岩手県体操協会

川　村　淳　一 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 富　田　健　治 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

鬼　柳　隆　雄 岩手県ｽｹｰﾄ連盟 長　澤　町　子 岩手県ｽｹｰﾄ連盟

増　田　　　学 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会 伊　藤　正　勝 岩手県ﾚｽﾘﾝｸﾞ協会

鈴　木　義　悦 岩手県自転車競技連盟 高　田　俊　晴 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会

関　村　則　保 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟 星　　　誠　一 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

渡　邊　　　学 岩手県野球連盟 柴　田　勇　雄 岩手県野球協会

谷　水　松之助 岩手県柔道連盟 田　原　吉　美 岩手県野球連盟

鈴　木　俊　祐 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 立　谷　　　仁 岩手県相撲連盟

佐々木  洋　平 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 坂　下　由　勝 岩手県柔道連盟

後　藤　善　宏 岩手県弓道連盟 早　川　　　辨 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

中　村　好　和 岩手県剣道連盟 白　澤　國　雄 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

虻　川　有　二 岩手県山岳協会 菅　崎　吉　雄 岩手県剣道連盟

宮　野　　　弘 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会 川　村　芳　征 岩手県山岳協会

菊　池　昭　二 岩手県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会 猪　股　範　雄 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会

小　林　茂　元 岩手県ｽｷｰ連盟 伊　藤　昭一郎 岩手県ｱｲｽﾎｯｹｰ連盟

下　田　　　淳 岩手県中学校体育連盟 松　坂　寛　一 岩手県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会

16 今　野  邦　彦 盛岡市体育協会 松　田　郁　夫 岩手県高等学校体育連盟

中　島  昭　郎 花巻市体育協会 畠　中　祥　夫 岩手県高等学校体育連盟

八重樫  五兵衛 北上市体育協会 17 法領田　孝二郎 盛岡市体育協会

小田原  盛　雄 水沢市体育協会 菅　原　長一郎 釜石市体育協会

　菊　池  　　寛 江刺市体育協会 刈　屋　　　徹 宮古市体育協会

故 千　葉　義　一



年度   所　　　　　　　属 年度   所　　　　　　　属

17 金　谷　敏　彦 一関市体育協会 18 (財)一関市体育協会

月　舘　昭　夫 大船渡市体育協会 伊　藤　精　吾 (財)大船渡市体育協会

戸　来　貞　夫 花巻市体育協会 髙　橋　直　美 (財)花巻市体育協会

瀬　戸　　　智 北上市体育協会 八重樫　俊　三 (財)北上市体育協会

高　橋　雄　吉 水沢市体育協会 林　　　達　郎 (社)水沢市体育協会

田　家　秀　春 久慈市体育協会 小　向　清　實 (社)久慈市体育協会

鳥　海　政　蔵 江刺市体育協会 熊　谷　光　人 陸前高田市体育協会

佐　藤　弘　吉 岩手町体育協会 広　野　雅　喜 江刺市体育協会

近　藤　彰　顯 葛巻町体育協会 川　又　鯛次郎 (財)岩手町体育協会

小笠原　正　雄 石鳥谷町体育協会 湯田町体育協会

衣更着　哲　心 大迫町体育協会 千　葉　　　純 平泉町体育協会

清　水　秀　雄 東和町体育協会 永　澤　清　弘 東山町体育協会

高　橋　勇　一 湯田町体育協会 八　幡　新　吉 大槌町体育協会

水　城　　　稔 東山町体育協会 伊　藤　昭　子 山田町体育協会

千　葉　新　市 大槌町体育協会 村　越　正　則 岩泉町体育協会

湊　　　　　謙 山田町体育協会 遠　藤　万七郎 安代町体育協会

野　澤　貫　二 岩泉町体育協会 角　掛　勘次三 (財)滝沢村体育協会

下　又　善　作 軽米町体育協会 伊　藤　　　昇 松尾村体育協会

安代町体育協会 橋　下　保　夫 玉山村体育協会

佐々木　春　男 松尾村体育協会 高　橋　正　受 沢内村体育協会

荒　澤　賢三郎 玉山村体育協会 小　澤　亮　一 胆沢郡体育協会

新　田　博　光 沢内村体育協会 阿　部　　　忠 岩手陸上競技協会

滝　沢　芳　正 川崎村体育協会 小田島　三　夫 岩手県水泳連盟

佐々木　金　男 衣川村体育協会 田　上　聰　男 (社)岩手県ｻｯｶｰ協会

千　田　隆　次 岩手陸上競技協会 岩手県ﾎﾞｰﾄ協会

田　野　英　俊 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 菅　原　　　勇 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄ協会

川　村　博　昭 岩手県体操協会 沼宮内　俊　吉 岩手県ｽｹｰﾄ連盟

大　渡　誠一郎 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 高　橋　正　儀 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会

小　友　正　人 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会 上土橋　　　節 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

主　濱　春　蔵 岩手県自転車競技連盟 菊　池　　　修 岩手県卓球協会

和　泉　洋　子 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟 平　原　一　幸 岩手県野球協会

玉　川　勝　也 岩手県野球協会 柏　葉　欣　男 岩手県野球連盟

柴　田　末　夫 岩手県野球連盟 藤　原　洋　治 岩手県柔道連盟

今　　　五　郎 岩手県柔道連盟 佐々木　彦　士 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

高　橋　忠　勝 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 及　川　勝　義 岩手県剣道連盟

志　村　正　義 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 佐　藤　　　進 岩手県ラグビーフットボール協会

鳥　羽　義　紀 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 内　山　達　雄 岩手県山岳協会

國　本　旗　男 岩手県山岳協会 高　橋　克　宏 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会

橘　　　　　誠 岩手県ｶﾇｰ協会 岩手県ｱｲｽﾎｯｹｰ連盟

島　田　　　繁 岩手県ｱｲｽﾎｯｹｰ連盟 瀬　川　忠　男 岩手県ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟

高　橋　　　滿 岩手県高等学校体育連盟 小野寺　昭　吾 岩手県高校体育連盟

松　尾　光　則 岩手県高等学校体育連盟 19 工　藤　博　伸 (財)盛岡市体育協会

伊　藤　昌　毅 岩手県高等学校体育連盟 多　田　彰　一 釜石市体育協会

18 寺　田　　　浩 (財)盛岡市体育協会 中　村　眞　一 (財)宮古市体育協会

及　川　　　壽 釜石市体育協会 水　本　　　湊 (財)宮古市体育協会

故 田　村　米　造

故 高　橋　　　進

氏 名

故 丹　野　克　子

故 小　原　喜　夫

故 新　沼　昭　洋



年度   氏　　　　　名   所　　　　　　　属 年度   氏　　　　　名   所　　　　　　　属

19 東　郷　　　元 (社)一関市体育協会 20 小野寺　清　吾 (社)一関市体育協会

保　原　秀　治 (財)大船渡市体育協会 吉　田　克　己 (社)一関市体育協会

新　渕　久　郎 (財)花巻市体育協会 熊　谷　利　夫 (財)大船渡市体育協会

佐　藤　守　三 (財)北上市体育協会 里　見　　　栄 (財)花巻市体育協会

小　野　新　一 (社)奥州市体育協会（水沢区） 佐々木　俊　雄 (財)花巻市体育協会

菊　地　昭　助 (社)奥州市体育協会（江刺区） 八重樫　眞　也 (財)花巻市体育協会

佐　藤　義　二 (社)奥州市体育協会（前沢区） 及　川　徳　雄 (財)花巻市体育協会

干　泥　守　衛 (社)奥州市体育協会（胆沢区） 金　原　良　史 (財)北上市体育協会

佐々木　哲　夫 (社)奥州市体育協会（衣川区） 油　井　　　康 (社)奥州市体育協会(水沢区)

宇　部　金之蔵 (社)久慈市体育協会 菊　池　勇　喜 (社)奥州市体育協会(江刺区)

菊　池　永　二 遠野市体育協会 二階堂　郁　夫 (社)奥州市体育協会(前沢区)

鵜　浦　    勲 陸前高田市体育協会 高　橋　　　孝 (社)奥州市体育協会(胆沢区)

廣　田　政　夫 矢巾町体育協会 堀　切　和　男 遠野市体育協会

髙　橋 　   成 西和賀町体育協会 村　上　一　義 陸前高田市体育協会

石　川    　勝 西和賀町体育協会 早　坂　富　夫 (財)岩手町体育協会

及　川　松　男 金ヶ崎体育協会 梅　川　良　一 西和賀町体育協会

畠　山　朋　郎 千厩町体育協会 老　川　重　男 金ｹ崎町体育協会

加　藤　宏　暉 大槌町体育協会 福　士　　　忠 山田町体育協会

佐　藤　　  博 山田町体育協会 木　村　正　巳 岩泉町体育協会

工　藤　郁　雄 岩泉町体育協会 駿　河　俊太郎 (財)滝沢村体育協会

佐　藤　光　保 (財)滝沢村体育協会 多　田　慶　三 岩手陸上競技協会

千　葉　協　一 川崎村体育協会 及　川　忠　人 岩手県ﾎﾞ-ﾄ協会

白　澤　正　夫 (財)岩手県体育協会 佐々木　信　一 岩手県ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会

大久保　孝　喜 岩手県ﾎﾞｰﾄ協会 吉　田　　　勝 岩手県ｽｹ-ﾄ連盟

漆　原　悦　子 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 上　野　三　郎 岩手県ﾚｽﾘﾝｸﾞ協会

高　橋　堅　治 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 谷　藤　勝　美 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ協会

藤　原　弘　也 岩手県ｽｹｰﾄ連盟 瀬　川　知　良 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

米　澤　惠　弘 岩手県ｱｲｽﾎｯｹｰ連盟 吉　田　克　巳 岩手県野球協会

瀬　川　　　巖 岩手県自転車競技連盟 高　橋　新　平 岩手県柔道連盟

高　橋　金　八 岩手県野球協会 三　浦　忠　二 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ協会

山　田　喜　彦 岩手県相撲連盟 見　波　永　隆 岩手県ｶﾇ-協会

岩　舘　健三郎 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 中　村　勝　吉 岩手県合気道連盟

岩手県剣道連盟 小　澤　　　浩 岩手県中学校体育連盟

平　野　　　正 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 21 山　下　竹　治 (財)盛岡市体育協会

岩手県山岳協会 黒　沢　　　吏 (財)盛岡市体育協会

小　西　征　史 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会 小　林　格　也 釜石市体育協会

佐　藤　喜三郎 岩手県ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟 渡　邊　智　昭 (財)宮古市体育協会

佐々木　正　春 岩手県高等学校体育連盟 菊　池　長一郎 (財)宮古市体育協会

20 遠　藤　文　敬 (財)盛岡市体育協会 (社)一関市体育協会

菊　池　達　男 釜石市体育協会 千　葉　哲　男 (社)一関市体育協会

田　中　正　美 (財)宮古市体育協会 加　藤　治　雄 (社)一関市体育協会

千　田　右　次 (社)一関市体育協会 佐　藤　健　治 (社)一関市体育協会

古　川　久　夫 (社)一関市体育協会 菊　地　福　男 (社)一関市体育協会

千　葉　　　惇 (社)一関市体育協会 阿　部　　　敏 (社)一関市体育協会

小　山　較　輔 (社)一関市体育協会 東　山　八　郎 (社)一関市体育協会

千　葉　良　夫 (社)一関市体育協会 澤　田　文　雄 (財)大船渡市体育協会

故 芳　賀　光　雄

故 太　野　隆　夫

故 明　石　和　巳



年度 所       属 年度 所       属

21 畠　山　忠　弘 (財)花巻市体育協会 22 及　川　俊　行 (社)奥州市体育協会

浅　沼　利一郎 (財)花巻市体育協会 伊　藤　和　男 金ヶ崎町体育協会

吉　田　英　雄 (財)花巻市体育協会 皆　川　珪　一 藤沢町体育協会

永　井　紳　逸 (財)花巻市体育協会 織　笠　哿　安 山田町体育協会

菊　池　宏　治 (財)北上市体育協会 八重樫　勝　彦 岩泉町体育協会

佐　藤　時　雄 (社)奥州市体育協会 熊　谷　國　夫 (財)滝沢村体育協会

(社)奥州市体育協会 三　田　健二郎 (財)岩手県体育協会

菅　原　紀津男 (社)奥州市体育協会 似　内　利　正 岩手陸上競技協会

高　橋　　　盛 (社)奥州市体育協会 似　内　邦　雄 (社)岩手県サッカー協会

田　村　勝　巳 (社)久慈市体育協会 飯　岡　幸　男 岩手県ボート協会

菅　野　勝　郎 陸前高田市体育協会 小山田　正　敏 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会　

加　藤　博　市 西和賀町体育協会 大　沼　安　男 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

及　川　暉　久 金ヶ崎町体育協会 中　村　肥　勝 岩手県野球協会

荒　川　登氏郎 山田町体育協会 真　崎　良　平 岩手県相撲連盟

安　藤　勝　夫 岩泉町体育協会 佐　藤　正　俊 岩手県柔道連盟

髙　橋　俊　彦 岩手陸上競技協会 稲　垣　和　則 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

小　林　武　夫 (社)岩手県ｻｯｶｰ協会 佐　藤　　　仁 岩手県弓道連盟

木　村　　　正 岩手県ﾎﾞｰﾄ協会 佐々木　　　昭 岩手県ｸﾚｰ射撃協会

小笠原　義　文 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 小笠原　宏　志 岩手県剣道連盟

田　村　　　登 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会 小　泉　昌　弘 岩手県山岳協会

山　田　淳　一 岩手県自転車競技連盟 小　野　時　雄 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会

松　本　和　憲 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟 菊　池　芳　子 岩手県なぎなた連盟

小　岩　　　清 岩手県野球協会 岩手県ゴルフ連盟

小　島　啓　三 岩手県剣道連盟 今　野　信　夫 岩手県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会

工　藤　洋　司 岩手県山岳協会 井　上　節　夫 岩手県高等学校体育連盟

長　瀬　慎　介 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会 吉　田　重　春 岩手県中学校体育連盟

阿　部　勝　弘 岩手県ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟 23 大　櫻　哲　男 (財)盛岡市体育協会

日　高　　　浩 岩手県合気道連盟 菅　原　規　夫 釜石市体育協会

岡　部　好　孝 岩手県少林寺拳法連盟 盛　合　徳　朗 (財)宮古市体育協会

木　村　・　史 岩手県中学校体育連盟 小野寺　民　男 (社)一関市体育協会

22 佐々木　公　博 (財)盛岡市体育協会 菅　原　光　彦 (社)一関市体育協会

後　藤　孝　夫 (財)花巻市体育協会 亀　谷　千津子 (社)一関市体育協会

伊　藤　雄　公 (財)花巻市体育協会 藤　井　忠　男 (社)一関市体育協会

白　藤　祐　三 (財)花巻市体育協会 佐　藤　　　巌 (財)大船渡市体育協会

千　田　龍治郎 (財)北上市体育協会 阿　部　心　一 (財)花巻市体育協会

小　岩　貞　夫 (社)一関市体育協会 鎌　田　榮　一 (財)花巻市体育協会

菅　原　立　巳 (社)一関市体育協会 小　原　健　二 (財)北上市体育協会

山　田　己次男 (社)一関市体育協会 松　本　　　健 (社)奥州市体育協会

佐々木　達　治 (社)一関市体育協会 佐　藤　正　明 (社)奥州市体育協会

佐　藤　鐵　治 (社)一関市体育協会 八　幡　秀　夫 (社)八幡平市体育協会

工　藤　純　二 釜石市体育協会 鈴　木　孝　宏 山田町体育協会

河　野　好　宣 遠野市体育協会 小　原　道　彦 岩泉町体育協会

甘　竹　秀　雄 (財)大船渡市体育協会 近　江　敏　男 岩手陸上競技協会

工　藤　孝　弘 (社)八幡平市体育協会 谷　藤　光　一 岩手県ボート協会

大　石　恒　夫 (社)八幡平市体育協会 新　沼　喜美雄 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会　

村　上　正　明 (社)奥州平市体育協会 千　葉　之　孝 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

故 伊　藤　　　宏

故 前　川　甚太郎

氏      名 氏      名



年度 氏　　　　　名 年度 氏　　　　　名

23 谷　川　富　男 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会 24 高　橋　隆　一 岩手県剣道連盟

及　川　　　卓 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟 浅　沼　昭　男 岩手県山岳協会

佐々木　勝　男 岩手県相撲連盟 小野寺　信　吾 岩手県銃剣道連盟

秋　山　照　明 岩手県柔道連盟 佐々木　祥　利 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会

藤　本　武　男 岩手県ﾗｲﾌﾙ射撃協会 菅　原　利　則 岩手県少林寺拳法連盟

佐々木　秀　基 岩手県剣道連盟 工　藤　　　保 岩手県中学校体育連盟

飯　島　　　仁 岩手県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 山　田　市　雄 岩手県高等学校体育連盟

菊　池　芳之進 岩手県銃剣道連盟 25 佐々木　審　家 釜石市体育協会

高　橋　孝　司 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会 伊　藤　国　夫 社団法人一関市体育協会

佐　藤　静　子 岩手県なぎなた連盟 三　浦　俊　夫 社団法人一関市体育協会

伊　藤　昇　市 岩手県少林拳法連盟 橋　本　周　一 社団法人一関市体育協会

杉　本　春　夫 岩手県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会 髙　橋　　　淳 財団法人大船渡市体育協会

鷹　觜　文　昭 岩手県高等学校体育連盟 永　井　千　一 財団法人花巻市体育協会

酒　井　和　則 岩手県中学校体育連盟 佐　藤　正　昭 財団法人花巻市体育協会

24 宍　戸　豊　治 財団法人盛岡市体育協会 佐々木　　　勲 社団法人奥州市体育協会

(故) 平 松 福 一 釜石市体育協会 髙　橋　進　郎 社団法人奥州市体育協会

前　澤　信　光 財団法人宮古市体育協会 海　老　勝　彦 遠野市体育協会

佐　藤　　　豊 社団法人一関市体育協会 宮　田　修　二 財団法人岩手町体育協会

小野寺　國　男 社団法人一関市体育協会 柏　山　真　治 金ヶ崎町体育協会

渡　辺　克　司 社団法人一関市体育協会 堀　合　剛　夫 山田町体育協会

井　上　正　敏 財団法人大船渡市体育協会 坂　本　　　昇 岩泉町体育協会

多　田　公　孝 財団法人花巻市体育協会 深　澤　武　志 一般財団法人岩手陸上競技協会

佐　藤　拓　也 財団法人花巻市体育協会 大　湊　清　信 岩手県ﾎﾞｰﾄ協会

照　井　　　浩 財団法人北上市体育協会 福　田　俊　雄 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

大　内　勝　弘 社団法人奥州市体育協会 黒　川　國　児 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

遠　藤　克　也 社団法人奥州市体育協会 千　葉　　　哲 岩手県ｽｹｰﾄ連盟

髙　橋　睦　夫 社団法人奥州市体育協会 及　川　　　勝 岩手県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

菊　池　長　悦 遠野市体育協会 佐　藤　幸　男 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

滝　川　良　一 社団法人八幡平市体育協会 川　口　政　志 岩手県野球協会

久　保　信　幸 財団法人岩手町体育協会 堀　口　貢　佑 岩手県相撲連盟

引　田　喜　徳 NPO法人葛巻町体育協会 後　藤　康　文 岩手県柔道連盟

足　澤　國　男 財団法人紫波町体育協会 鈴　木　主　計 岩手県山岳協会

黒　澤　一　男 金ヶ崎町体育協会 佐々木　修　一 岩手県高等学校体育連盟

湊　　　義　雄 山田町体育協会 佐々木　　　繁 岩手県中学校体育連盟

斉　藤　健　二 財団法人滝沢村体育協会 26 奥　村　忠　雄 釜石市体育協会

松　田　　　繁 岩手陸上競技協会 佐　藤　耕　七 一般財団法人宮古市体育協会

西　川　勝　夫 岩手県水泳連盟 千　葉　正　三 一般社団法人一関市体育協会

下　村　儀　雄 岩手県ﾎﾞｰﾄ協会 鎌　田　貞　雄 一般社団法人一関市体育協会

對　馬　範　彦 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 梅　内　晴　成 一般社団法人一関市体育協会

金　子　　　力 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 橋　爪　幸　平 一般財団法人大船渡市体育協会

角　掛　宣　夫 岩手県ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 齋　藤　政　人 一般財団法人花巻市体育協会

佐　藤　良　介 岩手県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会 小野寺　武　俊 公益財団法人北上市体育協会

佐々木　正　人 岩手県自転車競技連盟 野　村　金治郎 一般社団法人奥州市体育協会

佐　藤　正　雄 岩手県相撲連盟 佐　藤　正　彦 一般社団法人奥州市体育協会

淺　沼　信　一 岩手県柔道連盟 千　葉　善　知 遠野市体育協会

下　田　政　人 岩手県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 宮　﨑　雄　司 一般財団法人岩手町体育協会

所　　　　　属所　　　　　属



年度 氏　　　　　名 年度 氏　　　　　名

26 髙　橋　朝　幸 金ヶ崎町体育協会

三田地　　　諭 山田町体育協会

境　井　光　保 岩手県水泳連盟

阿　部　和　生 岩手県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

髙　橋　芳　昭 岩手県ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

狩　原　康　宏 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

吉　田　武　美 岩手県野球協会

小野寺　孝　介 岩手県柔道連盟

鬼　柳　孝　夫 岩手県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

佐　藤　安　美 岩手県山岳協会

村　田　好　應 岩手県ｱｰﾁｪﾘｰ協会

作　山　雅　宏 岩手県中学校体育連盟

所　　　　　属 所　　　　　属


