
年度 表彰対象 個人・団体名 推薦団体

R2 優秀指導者 　  郷 原  健一郎 　 島根県ソフトボール協会

成　瀬　道　明 島根県フェンシング協会

古　瀬　泰　之 島根県高等学校体育連盟

H30 優秀指導者 内　田　裕美子 県柔道連盟

29 優秀指導者 下　田　　　尚 県高体連

吾　郷　勝　博 県スキー連盟

井　上　美　代 県高体連

金　山　恵美子 （一財）島根陸上競技協会

南　　健　司 県高体連

安　藤　哲　治 県高体連

伊　藤　直　登 県高体連

柳　楽　達　也 県高体連

佐々木浩三 県高体連

柿　谷　博　行 県スキー連盟

田　尻　賢　爾 県ボート協会

芳　尾　芳　享 県軟式野球連盟

山　藤　哲　夫 県柔道連盟

藤　村　一　男 隠岐の島町体育協会

松　浦　　昇 県ホッケー協会

嘉　本　秀　男 県卓球協会

下　山　千恵蔵 県軟式野球連盟

多　久　　博 県ウォーキング協会

岡　田　重　康 安来市体育協会

田　村　時　男 県スキー連盟

山　代　　　修 県スキー連盟

藤　原　　　博 県陸上競技協会

太　田　清　美 県フェンシング協会

花　谷　幸　男 安来市体育協会

大　森　　　岳 安来市体育協会

清　山　美　郎 安来市体育協会

竹　内　繁　蔵 県ゴルフ協会

土　江　和　良 県ソフトボール協会

新　宮　和　彦 出雲市体育協会

舟　木　　　長 奥出雲町体育協会

渡　部　紀　美 県スキー連盟

伊　藤　寛　明 県レスリング協会

川　島　長　利 県スキー連盟

木　村　俊　生 県軟式野球連盟

渡　部　　　良 安来市体育協会

吾　郷　　　修 ＮＰＯ法人斐川町体育協会

金　築　　　誠 出雲市体育協会

松　村　敏　明 県中学校体育連盟

多久和　政　徳 県陸上競技協会

田　中　義　祐 県柔道連盟

高　橋　貞　夫 県軟式野球連盟

柳　楽　治　央 県相撲連盟

古　瀬　　　章 県スキー連盟

福　間　　　葵 県陸上競技協会

岸　　　政　友 県軟式野球連盟

郷　原　実　朗 大田市体育協会

藤　井　勝　利 出雲市体育協会

山　根　紀三男 （財）松江体育協会

R１ 優秀指導者

公益財団法人島根県体育協会表彰者一覧【優秀指導者】

18 優秀指導者

19 優秀指導者

20 優秀指導者

24 優秀指導者

21 優秀指導者

22 優秀指導者

優秀指導者28

23 優秀指導者

26 優秀指導者

25 優秀指導者

27 優秀指導者



年度 表彰対象 個人・団体名 推薦団体

永　田　典　也 県軟式野球連盟
18 優秀指導者



年度 表彰対象 個人・団体名 推薦団体

伊　藤　勝　三 県軟式野球連盟

藤　原　　　正 県相撲連盟

木　口　唯　夫 出雲市体育協会

宮　下　眞　也 県バレーボール協会

道　端　良　之 横田町体育協会

山　﨑　一　也 県ホッケー協会

曽　田　明　浩 県高体連・県剣道連盟

藤　田　和　弘 県高体連・県剣道連盟

別　所　美喜子 県高等学校体育連盟

冨　田　一　志 県高体連・県山岳連盟

内　藤　喜　一 県陸上競技協会

大　房　勝　三 県軟式野球連盟

青　木　忠　司 県高等学校体育連盟

稲　田　　　弘 県陸上競技協会

岡　崎　純　二 県軟式野球連盟

藤　川　益　夫 県スキー連盟

持　田　清　道 県高等学校体育連盟

青　山　和　彦 県高等学校体育連盟

渡　部　敏　郎 県高等学校体育連盟

池　田　　　茂 県高等学校体育連盟

宝　生　隆　志 県中学校体育連盟

矢　田　　　卓 県中学校体育連盟

吉　岡　宏　幸 県中学校体育連盟

森　岡　賢　治 江津市体育協会

岸　　　正　紀 県軟式野球連盟

小　村　浩　司 （財）松江体育協会

細　田　　　保 県陸上競技協会

小　谷　典　弘 （社）県サッカー協会

松　本　日出樹 （社）県サッカー協会

樋　口　　　近 （財）松江体育協会

持　田　　　基 斐川町体育協会

高　橋　千　治 県中学校体育連盟

中　嶋　　　隆 県中学校体育連盟

岩　成　　　潔 （社）県サッカー協会

木　元　和　也 県バドミントン協会

田　中　直　文 桜江町体育協会

田　中　由紀子 県体操協会

田　辺　俊　成 県ホッケー協会

藤　原　　　肇 横田町体育協会

金　坂　嘉　則 県陸上競技協会

石　川　　　博 県スキー連盟

作　野　　　茂 （財）松江体育協会

田　中　啓　信 県陸上競技協会

中　尾　健　二 県中学校体育連盟

深　田　知　群 県ライフル射撃協会

藤　松　　　均 県中学校体育連盟

吉　永　宏　子 県体操協会

大　畑　守　正 益田市体育協会

金　築　宏　之 県中学校体育連盟

神　田　伊　尚 県アーチェリー連盟

長谷川　伊　平 県ソフトボール協会

原　　　征　男 県水泳連盟

10 優秀指導者

11 優秀指導者

12 優秀指導者

13 優秀指導者

14 優秀指導者

15 優秀指導者

16 優秀指導者

17 優秀指導者



年度 表彰対象 個人・団体名 推薦団体

金　築　一　郎 県ライフル射撃協会

角　南　　　譲 県レスリング協会

土　江　良　吉 県陸上競技協会

根　宜　祐　平 大田市体育協会

伴　　　英　嗣 県体操協会

森　山　恭　行 県バスケットボール協会

苅　田　隆　吉 県陸上競技協会

来　間　国　重 県剣道連盟

小　山　恵　子 県ライフル射撃協会

周　藤　晏　睦 県陸上競技協会

都志見　香　文 江津市体育協会

塔　村　幸　夫 金城町体育協会

大　場　哲　人 益田市体育協会・県陸協

川　上　松次郎 県陸上競技協会

細　木　恒　夫 県陸上競技協会

石　河　重　馬 県ライフル射撃協会

今　岡　伝　一 出雲市体育協会

澤　　　和　夫 県銃剣道連盟

竹　下　　　貢 大田市体育協会

田　原　　　勉 県ライフル射撃協会

森　　　忠　朋 県体操協会

大　野　真理子 県陸上競技協会

日　浦　哲　夫 県ウエイトリフティング協会

入　江　正　昭 県陸上競技協会

大　場　武　夫 益田市体育協会

鬼　村　善二郎 出雲市体育協会

川　崎　周　春 県ゲートボール協会・大田市体協

中　村　　　茂 県陸上競技協会

原　　　光　栄 県ライフル射撃協会

藤　村　一　男 県軟式野球連盟

星　野　弘　美 宍道町体育協会

横　山　　　弘 木次町体育協会

門　脇　節　朗 （財）県水泳連盟

亀　山　賢　己 県ライフル射撃協会

青　山　知　男 鹿島町体育協会

岩　田　茂　一 大田市体育協会

竹　腰　和　夫 大田市体育協会

木　下　恒　人 県体操協会

高　尾　邦　雄 県柔道連盟

岩　佐　敏　弘 県陸上競技協会

猪　俣　博　行 県陸上競技協会

山　本　　　勝 益田市体育協会

池　田　　　茂 県陸上競技協会

清　水　禎　宏 県陸上競技協会

渡　部　栄　一 横田町体育協会

内　田　安　郎 平田市体育協会

山　岡　宮　人 益田市体育協会

大　賀　甲　一 益田市体育協会

安　藤　和　夫 大田市体育協会

川　本　俊　夫 浜田市体育協会

樋　野　俊　晴 県体操協会

川　上　尚　男 県陸上競技協会

松　本　　　昭 県柔道連盟

南　口　　　博 県柔道連盟

2 優秀指導者

3 優秀指導者

4 優秀指導者

5 優秀指導者

6 優秀指導者

7 優秀指導者

8 優秀指導者

9 優秀指導者



年度 表彰対象 個人・団体名 推薦団体

弥　重　美恵子 県スケート連盟

牛　尾　　　傳 県陸上競技協会

岩　見　裕　至 県柔道連盟

上　迫　幸　夫 県柔道連盟

町　田　義　光 県銃剣道連盟

桑　谷　福三郎 （財）松江体育協会

静　間　茂　斗 大田市体育協会

斎　藤　茂　登 県柔道連盟

岡　本　一　夫 県柔道連盟

蒲　生　安　夫 県バスケットボール協会

田　中　睦　男 県卓球協会

野　島　格　巳 県水泳連盟

佐々木　冨　男 大田市体育協会

田　村　　　幸 横田町体育協会

三　代　運　市 平田市体育協会

森　脇　光之助 大田市体育協会

佐　和　醇　一 県柔道連盟

和　田　雄　三 県柔道連盟

三　成　由美子 県なぎなた連盟

静　間　英　明 県ライフル射撃協会

大　野　一　夫 県水泳連盟

真　野　治　雄 県陸上競技協会

石　原　正　巳 県バレーボール協会

松　井　英　夫 県レスリング協会

立　脇　春　男 県柔道連盟

永　井　吉　一 県相撲連盟

中　村　　　兆 邑智町体育協会

古　瀬　節　雄 川本町体育協会

磯　島　　　仁 横田町体育協会

吉　川　一　夫 仁多町体育協会

石　倉　　　泰 県なぎなた連盟

井　川　　　浩 県剣道連盟

内　田　正　三 加茂町体育協会

笠　巻　　　勇 川本町体育協会

南　口　　　仁 県柔道連盟

山　西　一　郎 県柔道連盟

床　並　秀　夫 浜田市体育協会

柳　楽　幸　三 県剣道連盟

石　原　幸　夫 県ソフトボール協会

吉　中　　　透 六日市町体育協会

川　上　光　則 県陸上競技協会

秋　田　俊　郎 仁摩町体育協会

岡　　　義　一 県陸上競技協会

幸　田　三重子 県体操協会

後　藤　登美子 県なぎなた連盟

佐々木　利　夫 県銃剣道連盟

財　間　定　義 大田市体育協会

斎　藤　卓　夫 六日市町体育協会

田　野　郁　雄 浜田市体育協会

59 優秀指導者

60 優秀指導者

61 優秀指導者

62 優秀指導者

Ｓ63 優秀指導者

1 優秀指導者



年度 表彰対象 個人・団体名 推薦団体

岡　本　俊　男 県柔道連盟

川　本　忠　雄 県クレー射撃協会

桑　谷　仲　治 県陸上競技協会

成　瀬　甚　市 県柔道連盟

堀　　　秀　蔵 県柔道連盟

吉　岡　年　春 県テニス協会

米　津　貞　義 県ヨット連盟

亀　山　　　稔 木次町体育協会

花　田　俊　雄 浜田市体育協会

山　崎　　　亮 浜田市体育協会

大　島　　　章 県水泳連盟

白　名　　　高 県ソフトボール協会

山　根　道　男 県弓道連盟

上　原　登美男 県陸上競技協会

大　西　友　次 県剣道連盟

佐々木　光　徳 県スキー連盟

岡　崎　　　功 県ライフル射撃協会

福　井　繁　一 県銃剣道連盟

吉　岡　　　弘 県相撲連盟

門　脇　　　桂 県テニス協会

須　田　豊三郎 （財）松江体育協会

大　辻　寛　二 県柔道連盟

泉　　周吉郎 県柔道連盟

長　岡　俊　雄 県陸上競技協会

永　井　吉　一 県相撲連盟

栂　野　悦　宏 出雲市体育協会

松　岡　重　雄 羽須美村体育協会

山　崎　政　夫 県軟式野球連盟

平　野　　　稔 海士町体育協会

吉　野　安　久 （財）松江体育協会

船　木　　　豊 （財）松江体育協会

神　田　秀　樹 県軟式野球連盟

高　井　義三郎 県弓道連盟

小　倉　直　明 県剣道連盟

井　上　徳　助 県銃剣道連盟

平　垣　貞　徳 県陸協・（財）松江体育協会

中　村　昌　郎 県水泳連盟

斎　藤　茂　登 県中学校体育連盟

鈴　木　繁　徳 （財）松江体育協会

渡　部　熊　夫 県ライフル射撃協会

木　村　　　勇 県相撲連盟

中　島　義　和 県なぎなた連盟

渡　辺　　　茂 海士町体育協会

松　崎　正　義 県中学校体育連盟

佐　藤　　　勲 木次町体育協会

河　野　通　丸 益田市体育協会

伊　藤　　　操 県陸上競技協会

加　納　二　雄 鹿島町体育協会

永　島　雲　一 県剣道連盟

松　野　永三郎 県弓道連盟

目　次　国　雄 県バスケットボール協会

山　形　　　一 県銃剣道連盟

森　脇　文一郎 県軟式庭球連盟

52 優秀指導者

53 優秀指導者

優秀指導者54

58 優秀指導者

優秀指導者

56 優秀指導者

57 優秀指導者

55


