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令和３年度いしかわ生涯スポーツ功労者及びいしかわ生涯 

スポーツ優良団体表彰式（県知事表彰）について 
 

１ 表彰式 

 （１）日 時  令和４年２月１６日（水）１４時００分から 

 

 （２）場 所  石川県行政庁舎４階 特別会議室 

 

２ 被表彰者・被表彰団体名 

（１）生涯スポーツ功労者（１３名） 

いなだ  るみこ 

稲田 留美子 
 
（県体育協会） 

なかむら  ひでき 

中村 秀樹 
 
（内灘町） 

きくち  ふじお 

菊知 冨次雄 
 
（金沢市） 

なかむら  まさこ 

中村 まさ子 
 
（県体育協会） 

きのした  こうすけ 

木下 鋼典 
 
（県体育協会） 

にしむら  まさみ 

西村 正美 
 
（金沢市） 

こた  みのる 

小田 稔 
 
（白山市） 

ひがし  てつろう 
東  徹朗 

 
（かほく市） 

さかい  まさゆき 
酒井 雅之 

 
（内灘町） 

みつぼし  まさのり 
三星 正紀 

 
（羽咋市） 

たがみ  まさじ 

田上 雅治 
 
（県体育協会） 

よした  しょういち 
吉田 昇一 

 
（加賀市） 

なかたに  てつじ 

中谷 哲治 

 
（小松市） 

  

 

（２）生涯スポーツ優良団体（７団体） 

内灘町グラウンド・ゴルフ協会 （内灘町） 

かほく市グラウンド・ゴルフ協会 （かほく市） 

小松市太極拳協会 （小松市） 

小松市トランポリン協会 （小松市） 

七尾市ゲートボール協会 （七尾市） 

野々市市サッカー協会 （野々市市） 

羽咋市ソフトテニス協会 （羽咋市） 

 

※氏名、団体名は五十音順、（ ）は推薦団体 



○いしかわ生涯スポーツ功労者

氏 名 役 職 名 功 績 内 容

いなだ　　るみこ

稲田　留美子 石川県体操協会常務理事

（６８歳）

<推薦>県体育協会

きくち 　　ふじお

菊知　冨次雄 石川県卓球連盟副会長

（７４歳）

<推薦>金沢市

きのした　こうすけ

木下　鋼典 石川県弓道連盟常任理事

（６７歳） 小松市市弓道協会会長

<推薦>県体育協会

こた　　　　みのる

小田　稔 白山市スキー協会理事長

（６０歳） 白山市体育協会常任理事

<推薦>白山市
白山市体育協会白峰支部
副会長

さ か い　　まさゆき

酒井　雅之 石川県水泳協会理事

（５３歳） 内灘町スポーツ協会理事長

<推薦>
内灘町教育委員会

内灘町水泳協会理事長

たがみ　　まさじ

田上　雅治 石川県剣道連盟副会長

（６９歳） 小松市剣道協会会長

<推薦>県体育協会

なかたに　　てつじ

中谷　哲治 石川県バドミントン協会参与

（６３歳） 小松市スポーツ協会副会長

<推薦>小松市
小松市バドミントン協会副会長

　白峰地区体育大会の開催に尽力し、地域の
スポーツ振興に貢献している。
　ジュニア選手の指導に尽力するとともに、
大会運営に携わり、クロスカントリー競技の
普及に貢献している。

　町民体育大会の開催に携わり、地域のス
ポーツ振興に貢献している。
　初心者も参加できる大会や河北郡市の中学
生の大会の開催に尽力し、競技の普及に貢献
している。

津幡町トランポリン協会理事長

　少年から一般まで幅広い世代の選手を指導
するとともに、指導者の育成にも尽力し、競
技力の向上に貢献している。
　各種講習会を企画・運営し、幅広い層への
剣道の普及に貢献している。

　市内の各地区での教室や、地域クラブの設
立、大会の開催など、競技の普及や愛好者の
増加に貢献している。
　協会役員に地域クラブから積極的に登用
し、協会の活性化と競技の普及のための体制
づくりに尽力している。

　長年、幼児から中学生までの指導に尽力
し、子どもの体力向上や、選手の育成に貢献
している。
　各種大会の企画・運営に尽力するととも
に、指導者の育成にも力を入れ、競技の普及
に貢献している。

　市のラージボール卓球大会の創設に尽力す
るとともに、高齢者向けの講習会での講師を
務めるなど、競技の普及、健康・体力の増進
に寄与している。

金沢市卓球協会副会長

　初心者教室やジュニア教室の実施に尽力す
るとともに、指導者講習会で講師を務めるほ
か、各種講習会を企画するなど、競技の普及
と技術の向上に貢献している。
　外国人向けの体験講座の実施など、競技の
普及に貢献している。



○いしかわ生涯スポーツ功労者

氏 名 役 職 名 功 績 内 容

なかむら　ひでき

中村　秀樹

（５０歳）

<推薦>
内灘町教育委員会

なかむら　まさこ

中村　まさ子

（７１歳）

<推薦>県体育協会

にしむら　まさみ

西村　正美

（８１歳）

<推薦>金沢市
金沢市パークゴルフ協会会長

ひがし　　てつろう

東　　徹朗 石川県剣道連盟理事

（５６歳） かほく市剣道協会会長

<推薦>
かほく市教育委員会

みつぼし　まさのり

三星　正紀 羽咋市卓球連盟理事長

（７０歳）

<推薦>
羽咋市教育委員会

よした　　しょういち

吉田　昇一 加賀市弓道協会会長

（７３歳）

<推薦>
加賀市教育委員会

　各種大会の運営に携わり、競技の普及、競
技力の向上に貢献している。
　初心者弓道教室の講師を務め裾野拡大に尽
力するとともに、現在も、会員への指導を行
い、選手の育成に貢献している。

　長年、スポーツ少年団の指導者として青少
年の健全育成に努めるとともに、全国大会出
場など競技力の向上に貢献している。
　各種大会や練習会を開催し競技の普及、技
術の向上に貢献するとともに、若手指導者の
育成に尽力している。

　小学生を対象とした大会や、市民卓球大会
などの開催に尽力し、幅広い世代への競技の
普及に貢献している。
　市内中学校の部活動での指導や、小学生か
ら社会人が参加する練習会など、技術の向上
や競技の普及に貢献している。

河北郡市剣道連盟副理事長

石川県パークゴルフ協会連合
会副会長

　公民館と協力し、大会の開催に尽力すると
ともに、競技の普及と会員の増加に貢献して
いる。
　会員向け講習会の講師を務めるほか、県外
遠征の企画など、会員の技術向上と親睦に貢
献している。

 近隣地域との練習会の企画や各種大会の開
催に尽力し、競技の普及、技術の向上に貢献
している。
　長年、少年剣道教室において小学生を中心
に指導を行い、健全育成に寄与している。

石川県山岳協会自然保護
副委員長

　遭難救助訓練における救護、事故防止等の
指導や、協会員や一般向けの遭難防止講習会
を企画し、安全登山の普及に貢献している。
　指導員向けの研修会を企画し、指導員の資
質向上に貢献している。



○いしかわ生涯スポーツ優良団体

団　体　名 功 績 内 容

内灘町グラウンド・ゴルフ
協会

　会長　生田　勇人

　（１９８６年設立）

推薦：内灘町教育委員会

かほく市グラウンド・ゴル
フ協会

　会長　小川　進洋

　（２００４設立）

推薦：かほく市教育委員会

小松市太極拳協会

　会長　出戸　清克

　（１９９４年設立）

推薦：小松市

小松市トランポリン協会

　会長　藤井　義弘

　（１９９５年設立）

推薦：小松市

七尾市ゲートボール協会

　会長　高村　政藤

　（１９７８年設立）

推薦：七尾市教育委員会

野々市市サッカー協会

　会長　甲藤　良二

　（１９８５年設立）

推薦：野々市市教育委員会

羽咋市ソフトテニス協会

　会長　中村　郁

　（１９５５年設立）

推薦：羽咋市教育委員会

　協会員を対象とした練習会や小学生を対象とした教室
を実施し、競技力の向上に貢献している。
　初心者や女性、高齢者を対象とした教室等を開催し、
健康増進や生きがいづくりに寄与している。

　年間を通じて主催大会を数多く開催し、地域のスポー
ツ振興に貢献している。
　高校生を対象とした体験教室や清掃を兼ねた大会な
ど、競技の普及を図るとともに、グラウンド・ゴルフを
通じた地域の活性化に寄与している。

　年間を通じて主催大会を数多く開催するなど、シニア
層の健康増進を図るとともに、地域のスポーツ振興に貢
献している。
　小中学校への用具の贈呈や交流大会の開催など、ジュ
ニア層への普及に尽力している。

　幼児から大人まで幅広い年齢層を対象に教室やクラブ
を開設し、選手の育成や競技の普及を図るとともに、
様々な競技につながる運動能力や体力の向上に寄与して
いる。
　構成団体のクラブからはオリンピアンを輩出し、市民
に元気を与えるなど、スポーツ振興に貢献している。

　公民館と連携した健康教室の開催を通じて、地域の健
康増進に寄与している。
　検定試験や講習会を通じて、技術の向上に努めるとと
もに、交流発表会や地元の祭り等で披露し、競技の普
及、地域のスポーツ振興に貢献している。

　総合型地域スポーツクラブと連携し、年間を通じた児
童向けの体験会やイベントへの参加を通じて、競技の普
及や子供の運動意識向上に貢献している。
　市内外のチームが参加する大会を主催し、参加者の交
流を図るとともに、競技の普及に貢献している。

　各種大会やジュニアサッカー教室、未就学児向けの体
験会を開催しており、競技力の向上及び体力の増進に寄
与している。
　また、新たに小学生から高校生の女子を対象とした教
室を開催するなど、競技の普及に貢献している。


