
陸上競技 友永 義治 北海道 霜觸 寛 日本障がい者スポーツ協会 山田 登志夫
水泳 青木　剛 青森県 田澤 俊明 日本中学校体育連盟 菊山 直幸
サッカー 松崎 康弘 岩手県 川口 仁志 日本スポーツ芸術協会 黒川 光隆
スキー 谷 雅雄 宮城県 佐藤 博俊 日本女子体育連盟 高橋 眞琴
テニス 坂井 利郎 秋田県 鈴木 斌次郎 全国高等学校体育連盟 小野　力
ボート 木村 新 山形県 小川 潔
ホッケー 中村 康夫 福島県 遠藤 均 河野 一郎
ボクシング 山根 明 茨城県 堀口 卓司郎 久保 博
バレーボール 栃木県 小林 一巳 帖佐  寛章
体操 二木 英徳 群馬県 野本 彰一 寺澤 正孝
バスケットボール 吉田 長寿 埼玉県 三戸 一嘉 日枝 久
スケート 堀内 光一郎 千葉県 青木 寬 日比野  弘
レスリング 藤沢 信雄 東京都 並木 一夫 森 保彦
セーリング 鈴木 修 神奈川県 高橋 悟 森 正博
ウエイトリフティング 岡本 実 山梨県 岩波 輝明 荒川 昇
ハンドボール 市原 則之 新潟県 阿部 徹 佐藤 広
自転車競技 大島 研一 長野県 丸山 隆義 金子 正子
ソフトテニス 笠井 達夫 富山県 横嶋 信生
卓球 前原 正浩 石川県 向田 和義
軟式野球 宗像 豊巳 福井県 宮塚 和彦
相撲 田中 英壽 静岡県 加藤 訓義
馬術 春田 恭彦 愛知県 村木 啓作
フェンシング 井原 健三 三重県 東地 隆司
柔道 山下 泰裕 岐阜県 柴田 益孝
ソフトボール 髙橋 清生 滋賀県 中嶋 良立
バドミントン 今井 茂満 京都府 山本 誠三
弓道 石川 武夫 大阪 桂 千惠子
ライフル射撃 田村 恒彦 兵庫県 濱田 浩嗣
剣道連盟 福本 修二 奈良県 福井 基雄
近代五種 浪越 信夫 和歌山県 志場 紀之
ラグビーフットボール 眞下 昇 鳥取県 油野 利博
山岳 尾形 好雄 島根県 下岡 博司
カヌー 山口 徹正 岡山県 梶川 政文
アーチェリー 宮﨑 利帳 広島県 久保田 文也
空手道 栗原 茂夫 山口県 太田 光宣
アイスホッケー 建部 彰弘 香川県 原田 俊
銃剣道 片山 幸太郎 徳島県 分木 秀樹
クレー射撃 本戸 歳知 愛媛県 藤原 惠
なぎなた 中村 ゆり子 高知県 濱田 征男
ボウリング 齋藤 良太郎 福岡県 森下 博輝
ボブスレー･リュージュ・スケルトン 荒井 久也 佐賀県 東島 敏隆
野球 野端 啓夫 長崎県 荒木 健治
綱引 早坂 義弘 熊本県 平田 浩一
少林寺拳法 井上 弘 大分県 蓑田 智通
ゲートボール 遠藤 容弘 宮崎県 川﨑 重雄
武術太極拳 岡﨑 温 鹿児島県 髙城 国昭
ゴルフ 永田 圭司 沖縄県 喜納 武信
カーリング 浪岡 正行
パワーリフティング 宮本 英尚
オリエンテーリング 村越 真
グラウンド･ゴルフ 園山 和夫
トライアスロン 山倉 和彦
バウンドテニス 衣笠 剛
エアロビック 知念 かおる
バイアスロン 伊部 廣明
スポーツチャンバラ 田邊　哲人
ドッジボール 京極　努
チアリーディング 中村 節夫
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