
長野県スケート連盟功績表彰者 

 

(1) 有功章 

昭 57 藤森 力 秋山 実弘 土屋 金五 市村 茂豊 北原 昭二 
 八田 達男 中島 信一 清水 義三 花岡 和秀 今井 京一 
 小口 泰良     

昭 58 鈴木 忠彦 足立 寅雄 芦沢 秀元 原田 栄 進士 康信 
 中川 光男 金沢体育協会 遠山 雄三 北沢 虎男  

昭 59 牛山 雅弘 柳沢 全三 小林 逸 安藤 勲  

昭 60 巻田 慶次 小沢 嘉三郎 小林 庄一 中山 恭成 塚田 良次 
 清水 忠     

昭 61 河西 英昭 宮坂 光昭 伊東 克郎 松崎 元博 柏木 喜雄 

昭 62 赤松 光雄 篠原 三郎 渡辺 透 太田 徳美 松崎 八郎 
 高木 昭彦     

昭 63 五味 竹雄 浜 岩二 小松 昭夫 金子 宏 小平 正也 
 今井 利雄 小泉 博夫 河西 満治 小泉 喜溢 清水 泉 
 田村 瑞穂     

平 02 高坂 和男 鈴木 明 北原 公人 土屋 正治 吉田 末廣 
 佐原 邦人 畠山 義人    

平 03 田中 一男 丸茂 義長 東城 大典 山﨑 康信 降幡 昌良 

平 04 伊東 敏夫 降簱 教彦    

平 05 小平 芳幸 田中 彬 中野 一三 矢島 玖琅 平林 真 
 中島 矩夫 金原 孝道    

平 06 小山 幸夫 三澤 一貴    

平 07 中村 卓二 大林 二三夫 宮下 実雄 田中 嶽次 鷲津 克浩 
 小林 彬人 岩村 茂孝    

平 08 松沢 康夫 浜 章吉 金原 亮吉 矢崎 義人  

平 09 井出 宗雄 丸山 弘一 萩原 文男 鮎沢 史明  
 長野スケートセンター 長野千曲ライオンズクラブ  

平 10 丸山 育雄 佐藤 嘉泰 宮澤 清   

平 11 大槻 常生 笠原 勝彦 池上 勝康 宮沢 秀俊 奥野 竹男 
 窪田 忠     

平 12 原 洋平 山田 一豊 松山 繁登 加藤 邦人 今井 好 

平 13 竹渕 功 田中 茂 鈴木 正好 北沢 修一  

平 15 山田 三夫 植松 三恵子    

平 16 酒井 友美 和田 正生    

平 17 新谷 純夫 唐沢 頼勝    

平 18 花岡 増夫 小林 幸良 金子 義雄 伊藤 源司 五味 千吉 

平 20 柳澤 国次     

平 22 畠山 義人 伊東 義真 藤森 義和   

平 25 今溝 正     

      

(2) 栄光章 

昭 57 小沢 洋美 清水 康弘 鈴木 靖 坂井 正明 三石 博明 
 宮坂 雅昭 早坂 悦子 柏木 智子 佐々木 隆 加藤 和彦 
 依田 智恵子 河西 博子    

昭 58 今村 俊明 鈴木 靖 小沢 洋美 坂井 正明 中村 むみえ 
 日向寺 三佳 清水 康弘 五ノ井 みゆき 宮坂 雅昭 塚田 良子 



 堀越 真一 井出 一彦 寺島 乾士 畠山 睦夫 畠山 義人 

昭 59 今村 俊明 小沢 洋美 五ノ井 みゆき 浅尾 恵子 加藤 和彦 
 岩下 清人 大村 正彦 平川 真粧美 石川 さおり 依田 智恵子 
 小海中学校     

昭 60 戸田 金作 今村 俊明 浅尾 恵子 関 ナツエ 平川 真粧美 
 黒沢 理香 間 多香音 大村 正彦 井出 一彦 菊池 美千子 
 川上中学校     

昭 61 大村 正彦 関 ナツエ 市川 英彦 水野 里美 植松 三恵子 
 宮坂 雅昭 今村 俊明 遠藤 亮治 山﨑 弘雄 山上 泰司 

昭 62 関 ナツエ 浅尾 恵子 大村 正彦 水野 里美 岩下 清人 
 小平 寛 堀内 佳子 土屋 幸彦 佐藤 司 井出 一彦 
 戸田 金作 田中 稚早 小池 加奈子 黒沢 理香 石川 さおり 

昭 63 土屋 純二 堀内 佳子 大村 正彦 田中 稚早 水野 里美 
 戸田 金作 井出 一彦 佐藤 恒樹 小平 寛 上原 三枝 
 黒沢 誠     

平 01 小竹 直喜 大村 正彦 関 ナツエ 田中 稚早 藤原 喜臣 
 井出 一彦 佐藤 恒樹 小平 寛 上原 三枝 市川 英彦 
 依田 智恵子 内藤 三恵 原 巨樹 野明 弘幸 川上中学校 

平 02 小竹 直喜 関 ナツエ 田中 稚早 上原 三枝 島崎 京子 
 有賀 千恵子 小松 清視 山崎 文香 野明 弘幸 清水 美映 
 内藤 三恵 高見沢 敬二 鶴田 重樹 田中 慎也 船水 一葉 
 川上中学校 八千穂中学校    

平 03 宮部 行範 上原 三枝 島崎 京子 小竹 直喜 内藤 三恵 
 野明 弘幸 黒沢 誠 小澤 幸 土橋 貴子 山本 絵里子 
 山田 美佐子 関 ナツエ 田中 稚早 船水 一葉 篠原 淳晃 
 今井 裕介 長岡 創一郎 軽井沢中学校   

平 04 宮部 行範 上原 三枝 島崎 京子 田中 稚早 篠原 淳晃 
 田中 千景 野明 弘幸 清水 美映 土屋 和花子 内藤 三恵 
 小澤 幸 今井 裕介 小泉 恵 土橋 貴子 外ノ池 亜希 
 那須 功宣     

平 05 佐藤 睦浩 宮部 行範 田中 稚早 山本 絵里子 上原 三枝 
 島崎 京子 野崎 千春 黒沢 誠 田中 千景 篠原 淳晃 
 野明 弘幸 金井 悦子 清水 美映 田中 慎也 宮木 大吾 
 土屋 和花子 鶴田 重樹 上原 千聖 内藤 三恵 宮川 洋平 
 小澤 幸 土橋 貴子 今井 裕介 竹田 久美 宮川 真紀子 
 安田 有希 篠原 祐剛 外ノ池 亜希 佐久高校 茅野北部中学校 

平 06 宮部 行範 島崎 京子 野明 弘幸 清水 美映 篠原 淳晃 
 野崎 千春 赤沼 健一 田中 慎也 今井 裕介 外ノ池 亜希 
 那須 功宣 相澤 英一 村澤 優子 佐藤 睦浩 田中 稚早 
 黒沢 誠 田口 優 矢崎 文也 上原 千聖 篠原 裕太郎 
 宮川 洋平 小須田 典之 竹田 久美 中嶋 昇秀 宮川 真紀子 
 新谷 志保美 篠原 泰洋 椿 文子 小原 貴枝 田中 千景 
 山田 啓子 有賀 千恵子 井出 里美 中村 幸一郎 藤巻 克 
 遠藤 正和 名取 みのり 佐久長聖高校   

平 07 佐藤 睦浩 宮部 行範 島崎 京子 野崎 千春 野明 弘幸 
 清水 美映 赤沼 健一 田中 慎也 今井 裕介 外ノ池 亜希 
 新谷 志保美 宮木 大吾 篠原 淳晃 降簱 克子 荒崎 江美 
 篠原 裕太郎 相澤 英一 小須田 典之 宮川真紀子 市村 雅 
 菊池 裕暁 土橋 貴子 平田 浩一 野明 純香 野本 繁 
 菊池 千年 関 喜浩 田中 千景 篠原 祐剛 江村 さやか 
 篠原 泰洋 有賀 千恵子 名取 みのり 井出 里美 山崎 敬子 
 山田 啓子 那須 功宣 遠藤 正和 小松 清視 中村 幸一郎 
 佐久長聖高校 川上中学校    

平 08 島崎 京子 野崎 千春 清水 宏保 野明 弘幸 田中 慎也 
 今井 裕介 外ノ池 亜希 田中 千景 宮木 大吾 篠原 祐剛 
 清水 美映 中嶋 昇秀 荒崎 江美 降簱 克子 宮川 洋平 
 高見沢 敬二 米倉 大介 平田 浩一 安田 有希 小澤 幸 
 相澤 英一 加藤 将司 小須田 典之 菊池 裕暁 井出 真博 



 遠藤 弘恵 笠原 健司 野明 純香 井出 良直 新谷 志保美 
 清水 亮平 高見沢 雅彦 篠原 泰洋 小嶋 雅之 牛山 貴広 
 中嶋 敬春 上原 寿香 宮嶋 若菜 原 かつ江 有賀 千恵子 
 名取 みのり 那須 功宣 遠藤 正和 三ツ石 理香 土屋 千鶴子 
 藤巻 克 東海大三高校    

平 09 島崎 京子 野崎 千春 清水 宏保 上原 三枝 野明 弘幸 
 今井 裕介 小澤 幸 外ノ池 亜希 田中 千景 篠原 祐剛 
 篠原 泰洋 野本 繁 田中 慎也 宮部 行範 米倉 大介 
 飯塚 容子 小澤 竜一 加藤 将司 小須田 典之 宮川 洋平 
 篠原 裕太郎 清水 亮平 高見沢 雅彦 清水 悠紀 中嶋 敬春 
 宮嶋 若菜 有賀 千恵子 名取 みのり 那須 功宣 宮坂 雅昭 
 相澤 英一 藤巻 克 市川 智保 宮川 亮佑 田口 新 
 土屋 陽祐 鈴木 智 鶴田 恵子 大井 啓子 栗林 美奈子 
 上原 寿香 原中学校    

平 10 加藤 将司 羽石 国臣 宮部 行範 野崎 千春 野明 弘幸 
 外ノ池 亜希 篠原 裕太郎 伊藤 大理 今井 裕介 田中 千景 
 小澤 幸 林 篤志 篠原 祐剛 江村 さやか 飯塚 容子 
 井出 良直 平田 浩一 安田 有希 宮坂 雅昭 茂木 美保子 
 遠藤 弘恵 新谷 志保美 大垣 郁絵 竹ノ内 由香 小須田 典之 
 柿沢 与一郎 清水 亮平 渡辺 壮一郎 上原 寿香 宮川 亮佑 
 土屋 陽祐 田口 新 清水 悠紀 吉井 小百合 井出 智秀 
 依田 幸一郎 鈴木 暢 荻原 啓之 小海中学校 茅野東部中学校 

平 11 加藤 将司 羽石 国臣 笹渕 峰尚 根本 茂一 野崎 千春 
 大菅 小百合 野明 弘幸 今井 裕介 外ノ池 亜希 田中 千景 
 宮部 行範 米倉 大介 宮坂 雅昭 小嶋 雅之 中嶋 敬春 
 清水 悠紀 加治木 彩 鈴木 暢 石黒 弘希 小澤 幸 
 飯塚 容子 小澤 美夏 吉井 小百合 有川 未奈美 林 直人 
 中嶋 博王 佐藤 克憲 酒井 智美 知久 隆徳 川上中学校 
 茅野北部中学校     

平 12 山﨑 弘雄 山上 泰司 加藤 将司 羽石 国臣 笹渕 峰尚 
 大菅 小百合 野明 弘幸 外ノ池 亜希 新谷 志保美 牛山 貴広 
 中嶋 敬春 安田 直樹 清水 悠紀 鈴木 暢 石黒 弘希 
 加治木 彩 宮嶋 若菜 原 美樹 吉井 小百合 有川 未奈美 
 上原 龍 小平 奈緒 田中 千景 小澤 幸 飯塚 容子 
 小澤 美夏 酒井 智美 伊藤 潤二 東海大三高校 茅野北部中学校 

平 13 野明 弘幸 羽石 国臣 中嶋 敬春 大菅 小百合 外ノ池 亜希 
 加藤 将司 新谷 志保美 牛山 貴広 宮嶋 若菜 吉井 小百合 

 岡谷 美由紀 金澤 なつみ 名取 奈緒 三浦 あい 井出 智秀 

 小平 奈緒 上條 有司 田中 千景 飯塚 容子 酒井 智美 

平 14 中嶋 敬春 大菅 小百合 外ノ池 亜希 新谷 志保美 牛山 貴広 
 妹尾 栄里子 鈴木 暢 安田 直樹 飯塚 容子 酒井 智美 
 斉川 史徳 吉井 小百合 岡谷 美由紀 加治木 彩 名取 奈緒 
 小平 奈緒 大菅 淳子 羽石 国臣 笹渕 峰尚 上原 龍 
 田中 千景 井出 恵理佳 江村 さやか 佐藤 克憲 菊地 彩花 

平 15 中嶋 敬春 大菅 小百合 外ノ池 亜希 新谷 志保美 牛山 貴広 
 妹尾 栄里子 吉井 小百合 加藤 条治 大菅 淳子 佐藤 克憲 
 飯塚 容子 酒井 智美 酒井 裕唯 加治木 彩 原 美樹 
 上條 有司 熊谷 恵美 上原 龍 中嶋 定利 中村 航 

平 16 加藤 条治 大菅 小百合 吉井 小百合 新谷 志保美 牛山 貴広 
 妹尾 栄里子 中嶋 敬春 外ノ池 亜希 大菅 淳子 鈴木 暢 
 加治木 彩 原 美樹 河田 智子 大松 由香利 名取 英理 
 小野寺 未夏 米良 美成子 田中 千景 飯塚 容子 酒井 智美 
 酒井 裕唯 上條 有司 小平 奈緒 由井 拓実 立木 和佳 
 笠原 吉充 金子 健太郎 武井 陽子 小松 美樹 小平 恵 
 原 宏彰 井出 絵里佳 古屋 憲吾   

平 17 加藤 条治 牛山 貴広 長島 圭一郎 中嶋 敬春 大菅 小百合 
 吉井 小百合 外ノ池 亜希 妹尾 栄里子 安田 直樹 新谷 志保美 
 小平 奈緒 金子 健太郎 原 宏彰 北村 千景 小澤 幸 
 酒井 裕唯 古屋 憲吾 飯塚 容子 酒井 智美 山田 伸子 
 井出 絵里佳 加治木 彩 中村 智   



平 18 加藤 条治 長島 圭一郎 小原 唯志 中嶋 敬春 吉井 小百合 
 小平 奈緒 新谷 志保美 河田 智子 名取 英理 小松 美樹 
 金子 健太郎 小澤 幸 酒井 裕唯 酒井 智美 古屋 憲吾 
 伴野 清貴 小口 絵理 加治木 彩 清水 玲香 飯塚 容子 
 武井 博史 由井 拓実    

平 19 加藤 条治 長島 圭一郎 小原 唯志 中嶋 敬春 安田 直樹 
 吉井 小百合 新谷 志保美 小平 奈緒 酒井 裕唯 吉沢 純平 
 辻中 杏奈 北沢 彩 加治木 彩 名取 英理 武井 陽子 
 熊谷 恵美 小松 美樹 原 宏彰 小林 拓斗 武井 博史 
 中村 健斗 山中 大地 清水 玲香 牛山 千種 清水 仁美 
 清水 優香 小澤 幸 酒井 智美 小口 絵理 飯塚 容子 
 由井 大陽 川上中学校    

平 20 加藤 条治 長島 圭一郎 小原 唯志 吉井 小百合 新谷 志保美 
 小平 奈緒 酒井 裕唯 安田 直樹 上條 有司 金子 健太郎 
 斉川 史徳 住吉 都 武井 陽子 小口 絵理 山中 大地 
 原 宏彰 仁科 有加那 古屋 憲吾 菊池 悠希 菊池 萌水 
 小池 佑奈 田中 咲帆 加治木 彩 小林 拓斗 清水 玲香 
 小澤 幸 北村 千景 飯塚 容子 村上 匠  

平 21 長島 圭一郎 加藤 条治 小平 奈緒 吉井 小百合 酒井 裕唯 
 小澤 美夏 新谷 志保美 小原 唯志 吉澤 純平 上條 有司 
 仁科 有加那 古屋 憲吾 金子 健太郎 菊池 萌水 清水 玲香 
 中村 健斗 石原 大暉 大林 昌仁 菊池 純礼  

平 22 石野 枝里子 神谷 衣理那 小島 早織 小林 仁子 太田 未奈美 
 中村 健斗 小林 拓斗 斉川 哲利 青木 唯人 由井 大陽 
 宮澤 里沙 辻中 杏奈 菊池 萌水 菊池 純礼 北澤 彩 
 菊池 耕太 田中 咲帆 中村 智   

平 23 加藤 条治 小平 奈緒 髙木 菜那 羽賀 亮平 山中 大地 
 辻中 杏奈 新井 縁 松澤 優花里 曽我 こなみ 菊池 純礼 
 岩下 聖 丸山 幸汰 藤森 美希 由井 勇矢 樋口 諒亮 
 水谷 太洋     

平 24 加藤 条治 清水 玲香 大林 昌仁 曽我 こなみ 藤森 美希 
 岩下 聖 菊池 純礼 山田 梨央 山浦 美和子  

平 25 加藤 条治 長島 圭一郎 上條 有司 髙木 菜那 羽賀 亮平 
 仁科 有加那 樋 沙織 小平 奈緒 清水 玲香 中村 杏奈 
 山中 大地 菊池 彩花 酒井 裕唯 菊池 萌水 菊池 悠希 
 山田 梨央 藤森 美希 曽我 こなみ 菊池 純礼 小林 耕大 
 菊池 耕太 山浦 美和子 林 莉輝 杉田 駿介 松本 芽依 
 川上中学校 長峰中学校    

平 26 羽賀 亮平 ｳｲﾘｱﾑｿﾝ師円 中村 健斗 髙木 菜那 小平 奈緒 
 大林 昌仁 岩下 聖 菊池 哲平 松澤 優花里 菊池 萌水 
 北澤 彩 菊池 耕太 林 莉輝 藤森 美希 小池 佑奈 
 水野 彩萌 山浦 美和子 神長 汐音 川上中学校  

平 27 山中 大地 菊池 悠希 菊池 萌水 北澤 彩 小池 佑奈 
 山田 梨央 杉田 駿介 林 莉輝 賀来 真穂 原 泰 
 宮川 鈴佳 小山 香月 高橋 侑花 土屋 陸 堀 あかり 
 山浦 美和子 神長 汐音 小池 克典 新井 雄貴 林 伊吹 
 篠原 理沙 川上中学校    

平 28 小平 奈緒 加藤 条治 ｳｲﾘｱﾑｿﾝ師円 中村 健斗 長谷川 翼 

 土屋 陸 髙木 奈那 樋 沙織 山中 大地 辻本 有沙 

 牛山 紘貴 新井 洸太郎 菊池 耕太 菊池 悠希 菊池 萌水 

 新井 縁 堀 久美子 按田 心 山田 梨央 日向 晟萌 

 北澤 彩 小池 佑奈 水野 彩萌 林 莉輝 高見澤 光希 

 篠原 克哉 原 泰 新井 雄貴 小池 克典 堀 あかり 

 松本 芽依 上條 夏歩 小林 瑠果 藤森 優衣 山浦 美和子 

 神長 汐音 倉坪 克拓 林 伊吹 両角 有乃 茅野北部中学校 

平 29 小平 奈緒 髙木 奈那 ｳｲﾘｱﾑｿﾝ師円 長谷川 翼 山中 大地 

 一戸 誠太郎 菊池 悠希 神長 汐音 辻本 有沙 樋 沙織 



 松本 芽依 松澤 優花里 原 泰 小山 香月 山田 梨央 

 高見澤 光希 藤森 優衣 菊池 萌水 小池 佑奈 山浦 美和子 

 北澤 彩 水野 彩萌 小池 克典 林 伊吹 松本 一成 

 福岡 歩里 茅野北部中学校    

平 30 小平 奈緒 髙木 奈那 久保 向希 辻本 有沙 伊藤 貴裕 

 小島 良太 小池 佑奈 山浦 美和子 水野 彩萌 岩下 楓 

 小山 香月 倉坪 克拓 新井 雄貴 小池 克典 篠原 理沙 

 大門 飛路 松本 一成 三井 晃太 両角 ほのか 福岡 歩里 

 井出 雄斗 高見澤 匠冴 南牧中学校   

令 01 長谷川 翼 山田 将矢 ｳｲﾘｱﾑｿﾝ師円 土屋 陸 高木 菜那 

 久保 向希 小島 良太 神長 汐音 菊池 悠希 菊池 哲平 

 原   泰 篠原 克哉 辻中 杏奈 細田 京香 倉坪 克拓 

 高見澤 匠冴 三井 晃太 百瀬 愛美 宮川 鈴佳 福岡 歩里 

 花岡 瑚徒 佐々木 翔夢 菊原 颯 鈴木 花梨 南牧中学校 

令 02 百瀬 愛美 菊池 耕太 倉坪 克拓 高見澤 匠冴 三井 晃太 

 宮坂 菜緒 井出 雄斗 松本 一成   

令 03 小平 奈緒 小島 良太 高木 菜那 小池 克典 菊池 耕太 

 神長 汐音 菊池 悠希 佐々木 翔夢 宮川 鈴佳 福岡 歩里 

 ｳｲﾘｱﾑｿﾝ師円 三井 晃太 百瀬 愛美 高見澤 匠冴 井出 雄斗 

 吉澤 柊威 北原 伊織 畠山 雪菜 菊原  颯   林  康生 

 小海高校 南牧中学校    
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