
第 41 回 令和4年度 佐久本嗣男 （沖　縄） 工藤　泰助 （徳　島） 鎌田　　智 （香　川） 吉井美惠子 （東　京） 伊藤　武人 （大　阪）

第 40 回 令和3年度 日下　修次 （東　京） 尾﨑　晌 （東　京） 秋𠮷　好美 （東　京） 佐藤　浩市 （長　野） 津田　昌泰 （兵　庫）

令和2年度 （コロナ禍により実施せず）

第 39 回 令和元年度 阪梨　　學 （京　都） 五味田聖二 （和歌山） 西内　　一 （北海道） 小澤多喜子 （茨　城） 上村　　正 （福　岡）

第 38 回 平成30年度 並木　知德 （東　京） 和田　　昭 （愛　知） 藤本　義政 （兵　庫） 中村ゆり子 （福　岡） 野稲　　正 （千　葉）

第 37 回 平成29年度 近藤　彰郎 （東　京） 竹中日出雄 （和歌山） 本田　演昭 （愛　媛） 砂川　邦子 （福　岡） 大丸　知之 （鹿児島）

第 36 回 平成28年度 西谷　　賢 （神奈川） 荒井　俊幸 （群　馬） 西村　建夫 （高　知） 荻原　晴子 （兵　庫） 上萬　　淳 （鳥　取）

第 35 回 平成27年度 栗原　茂夫 （東　京） 高本　和宜 （熊　本） 今井　明雄 （兵　庫） 畠瀬美佐子 （岡　山） 石川　貴史 （石　川）

第 34 回 平成26年度 石川　　豊 （香　川） 遠藤征四郎 （千　葉） 藤田　昌三 （愛　知） 黒川　久子 （鹿児島） 石﨑　八藏 （宮　城）

第 33 回 平成25年度 木島　明彦 （大　阪） 嶋本　勝行 （大　阪） 福家　祥弘 （福　島） 辻村　光子 （東　京） 荒木　秋男 （大　阪）

第 32 回 平成24年度 和田　定治 （神奈川） 菅沼　守人 （福　岡） 小野寺米蔵 （千　葉） 日下　秀子 （東　京） 江川　友親 （熊　本）

第 31 回 平成23年度 澁谷　　孝 （東　京） 渡辺　　弘 （東　京） 小池　孝忠 （岡　山） 梶山　武子 （東　京） 大塚　　亨 （北海道）

第 30 回 平成22年度 津山　捷泰 （京　都） 佐藤　益弘 （東　京） 今城　隆廣 （奈　良） 園部　正美 （大　阪） 渡邊　政直 （宮　城）

第 29 回 平成21年度 津山　克典 （東　京） 天谷　一郎 （和歌山） 加藤　義秋 （香　川） 池嶋　和子 （大　阪） 宮崎　　進 （山　口）

第 28 回 平成20年度 吉田　福雄 （福　岡） 庵野　素岐 （三　重） 田原　正晴 （岡　山） 友部美智子 （東　京） 兼坂　弘道 （東　京）

第 27 回 平成19年度 中村　勇作 （群　馬） 小山　謙二 （東　京） 喜田　良延 （香　川） 山尾　陽子 （大　阪） 荒木　雄二 （熊　本）

第 26 回 平成18年度 三本　　同 （京　都） 増田誠寿郎 （東　京） 髙山　恒一 （奈　良） 船原　静江 （大　阪） 山口　廣敏 （山　梨）

第 25 回 平成17年度 箱石　勝見 （岩　手） 藤田　昌武 （東　京） 篠原　　正 （香　川） 砂川　　碧 （福　岡） 源川　幸夫 （栃　木）

第 24 回 平成16年度 高島　　甫 （石　川） 小林　保雄 （東　京） 松木　長實 （神奈川） 小西新右衛門 （兵　庫） 前田　政治 （千　葉）

第 23 回 平成15年度 蓮見　圭一 （埼　玉） 磯山　　博 （茨　城） 久保　　寛 （高　知） 美田村武子 （京　都） 桑江　良逢 （沖　縄）

第 22 回 平成14年度 荒川　　通 （東　京） 西尾　昭二 （埼　玉） 下山　武士 （東　京） 永瀬　久至 （東　京）

第 21 回 平成13年度 久冨登喜雄 （福　岡） 米持　英夫 （東　京） 横田　　仁 （大　阪） 大井　幸枝 （東　京） 中山　房治 （和歌山）

第 20 回 平成12年度 岩間英太郎 （東　京） 大谷　一枝 （東　京） 牧野　　清 （京　都） 鶴岡　徳子 （兵　庫） 岸　　貞行 （大　阪）

第 19 回 平成11年度 太田　義人 （東　京） 火伏　正文 （大　阪） 松田欣一郎 （東　京） 金田政紀子 （富　山） 河野　豊男 （福　岡）

第 18 回 平成10年度 長島　祐眞 （千　葉） 飯村　郁男 （東　京） 天羽　幸敏 （徳　島） 高橋千代子 （愛　知） 石川　博吉 （北海道）

第 17 回 平成9年度 毛利　　彊 （大　分） 佐柳　孝一 （高　知） 大屋　昭夫 （東　京） 鯵坂セツヨ （鹿児島） 下飼手白夫 （大　阪）

第 16 回 平成8年度 榊原　秋義 （熊　本） 清野　裕三 （千　葉） 鈴木　義孝 （兵　庫） 野田　文子 （千　葉） 桑原　正治 （千　葉）

第 15 回 平成7年度 林　　輝男 （大　阪） 杉本　良三 （東　京） 林　　猛彦 （広　島） 山本キワヨ （愛　媛） 大沼　三行 （北海道）

第 14 回 平成6年度 若林　英一 （東　京） 高岡　貞雄 （和歌山） 久保　　博 （東　京） 吉田　定子 （岐　阜） 冨岡　吉司 （宮　城）

第 13 回 平成5年度 宮里　栄一 （沖　縄） 多田　　宏 （東　京） 坂東　邦伯 （徳　島） 長濱　文子 （沖　縄） 吉良　隆俊 （東　京）

第 12 回 平成4年度 岩田　万蔵 （埼　玉） 有川　定輝 （東　京） 上田　　清 （香　川） 木野　静恵 （熊　本） 若本　善喜 （熊　本）

第 11 回 平成3年度 﨑尾　　健 （大　阪） 山口　清吾 （東　京） 村上　　一 （愛　媛） 神谷タケノ （愛　知） 平山　展之 （愛　媛）

第 10 回 平成2年度 相澤大一郎 （静　岡） 引土　道雄 （和歌山） 奥村正千代 （大　阪） 山内　ルイ （香　川） 石井　五郎 （東　京）

第 9 回 平成元年度 宮平　勝哉 （沖　縄） 阿部　俊一 （大　阪） 水澤　春夫 （香　川） 蓮田　美香 （栃　木） 高柳浅四郎 （福　岡）

第 8 回 昭和63年度 木崎　友晴 （大　阪） 宮崎　吉政 （東　京） 梶原　道全 （兵　庫） 澤田　花江 （東　京） 志田　次郎 （山　形）

第 7 回 昭和62年度 打揚　憲造 （和歌山） 杉山　三郎 （東　京） 杉山喜代美 （香　川） 矢野　　恒 （大　阪） 山﨑　三郎 （茨　城）

第 6 回 昭和61年度 伊藤　公夫 （神奈川） 奥村　繁信 （東　京） 合田　清一 （愛　媛） 千賀　君代 （北海道） 西澤　角市 （新　潟）

福井　　功 （東　京） 田中　萬川 （大　阪） 佐戸　政直 （香　川） 金丸　栄子 （鹿児島） 汲田　静雄 （岐　阜）

第 4 回 昭和59年度 辻川　禎親 （兵　庫） 白田林二郎 （山　形） 近藤　道文 （愛　媛） 川村　福二 （東　京） 青木定次郎 （東　京）

第 3 回 昭和58年度 摩文仁賢栄 （大　阪） 岩田　和也 （愛　知） 義若　道恵 （岡　山） 山本　　操 （東　京） 大津　峰治 （神奈川）

第 2 回 昭和57年度 上原優希德 （福　岡） 斎藤　守弘 （茨　城） 太田　達雄 （宮　城） 榊田八重子 （京　都） 野口　茂雄 （鳥　取）

崎浜盛次郎 （大　阪） 大澤喜三郎 （東　京） 内山　　滋 （東　京） 東　　與子 （東　京） 佐々木清雄 （東　京）

坂上　隆祥 （神奈川） 瀬古　静市 （神奈川） 森川　貞義 （香　川） 徳永千代子 （大　阪） 田畑　重義 （神奈川）

日本武道協議会　武道功労者表彰一覧

銃剣道

第　５　回 昭和60年度

第　1　回 昭和56年度

空手道 合気道 少林寺拳法 なぎなた


