
旭日中綬章 長沼　健
（スポーツ振興功労）
財団法人日本体育協会副会長
財団法人日本サッカー協会　最高顧問

旭日中綬章 松平　康隆
（スポーツ振興功労）
財団法人日本バレーボール協会　名誉会長

旭日中綬章 黒木　幹夫
（スポーツ振興功労）
財団法人日本ソフトボール協会　名誉会長

旭日小綬章 小飼　榮一
（スポーツ振興功労）
財団法人日本バドミントン協会　顧問

旭日中綬章 岡野　俊一郎

（スポーツ振興功労）
財団法人日本サッカー協会　名誉会長
財団法人日本オリンピック委員会　理事
国際オリンピック委員会　委員

旭日小綬章 白川　　博
（スポーツ振興功労）
財団法人日本スケート連盟　会長

旭日小綬章 細谷　悦哉
（スポーツ振興功労）
社団法人日本カヌー連盟　副会長

藍綬褒章 今泉　雄策
（スポーツ振興功績）
財団法人日本レスリング協会　常務理事

藍綬褒章 木村　興治
（スポーツ振興功績）
財団法人日本卓球協会　専務理事
財団法人日本オリンピック委員会　理事

旭日中綬章 小掛　照二
（スポーツ振興功労）
財団法人日本陸上競技連盟　元副会長
財団法人日本オリンピック委員会　元副会長

瑞宝中綬章 松尾　昌文
(スポーツ振興功労、教育研究功労)
社団法人日本パワーリフティング協会　元副会長
埼玉大学　名誉教授

旭日双光章 佐野　八郎
（スポーツ振興功労）
社団法人日本ホッケー協会　元専務理事

藍綬褒章 笠井　達夫
(スポーツ振興功績)
財団法人日本ソフトテニス連盟　専務理事

藍綬褒章 村田　憲彦
(スポーツ振興功績)
社団法人日本ボート協会　理事

旭日中綬章 小野　喬
（スポーツ振興功労）
財団法人日本体操協会　元副会長

瑞宝小綬章 佐々木　秀幸
(スポーツ振興功労、教育研究功労)
財団法人日本陸上競技連盟　元専務理事
早稲田大学　元教授

瑞宝小綬章 中澤　重夫
(スポーツ振興功労、教育研究功労)
財団法人日本ハンドボール協会　元副会長
芝浦工業大学　名誉教授

褒章 藍綬褒章 齋藤　浩
(スポーツ振興功績)
社団法人日本パワーリフティング協会　会長

旭日小綬章 川島　五郎
（スポーツ振興功労）
社団法人日本アマチュアボクシング連盟　会長
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■　平成16年秋
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旭日双光章 青木　巖
（スポーツ振興功労）
財団法人全日本スキー連盟　副会長

瑞宝中綬章 若山　博
(スポーツ振興功労、教育研究功労)
社団法人日本綱引連盟　理事
金沢美術工芸大学　名誉教授

旭日双光章 丸山　庄司
（スポーツ振興功労）
財団法人全日本スキー連盟　元専務理事

旭日双光章 淺岡　武
（スポーツ振興功労）
財団法人日本バドミントン協会　元副理事長

旭日双光章 井口　哲次郎
（スポーツ振興功労）
社団法人日本クレー射撃協会　元会長

藍綬褒章 吉田　大士
（スポーツ振興功績）
社団法人日本ホッケー協会　会長

藍綬褒章 高橋　克宏
（スポーツ振興功績）
社団法人全日本アーチェリー連盟　元副会長

旭日双光章 大野　利雄
（スポーツ振興功労）
財団法人日本陸上競技連盟　元理事

旭日双光章 森岡　忠美
（スポーツ振興功労）
財団法人日本ヨット協会　元理事

瑞宝中綬章 森　　　武
（スポーツ振興功労、教育研究功労）
財団法人日本卓球協会　元副会長
早稲田大学　名誉教授

瑞宝中綬章 細川　磐
（スポーツ振興功労、教育研究功労）
社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会　常務理事
大阪体育大学　名誉教授

藍綬褒章 山本　浩
（スポーツ振興功績）
財団法人日本水泳連盟　常務理事

藍綬褒章 瀧澤　康二
（スポーツ振興功績）
財団法人日本体操協会　元副会長

藍綬褒章 尾﨑　正則
（スポーツ振興功績）
財団法人日本ソフトボール協会　専務理事

旭日双光章 丸山　庄司
（スポーツ振興功労）
財団法人全日本スキー連盟　元専務理事

旭日双光章 淺岡　武
（スポーツ振興功労）
財団法人日本バドミントン協会　元副理事長

旭日双光章 井口　哲次郎
（スポーツ振興功労）
社団法人日本クレー射撃協会　元会長

藍綬褒章 吉田　大士
（スポーツ振興功績）
社団法人日本ホッケー協会　会長

藍綬褒章 高橋　克宏
（スポーツ振興功績）
社団法人全日本アーチェリー連盟　元副会長

旭日小綬章 元安　良文
（スポーツ振興功労）
社団法人日本カヌー連盟　元専務理事
財団法人日本オリンピック委員会　元理事

旭日双光章 吉原　章雅
（スポーツ振興功労）
財団法人日本ヨット協会　元理事長
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■　平成20年春

勲章

勲章

勲章

■　平成18年秋

勲章

褒章

■　平成19年春

勲章

褒章

■　平成19年秋



旭日双光章 山下　泉
（スポーツ振興功労）
財団法人日本ハンドボール協会　元副会長

旭日双光章 片岡　勲
（スポーツ振興功労）
財団法人日本アイスホッケー連盟　元副会長

褒章 藍綬褒章 関根　義雄
（スポーツ振興功績）
財団法人日本バドミントン協会　専務理事

旭日中綬章 遠藤　幸雄
（（スポーツ振興功労）、教育研究功労）
財団法人日本体操協会　元副会長
日本大学　名誉教授

旭日小綬章 林　　　務
（スポーツ振興功労）
財団法人日本水泳連盟　元副会長
財団法人日本オリンピック委員会　元副会長

旭日小綬章 松村　豊
（スポーツ振興功労）
財団法人日本相撲連盟　会長

旭日双光章 三本　同
（スポーツ振興功労）
財団法人全日本空手道連盟　元常任理事

旭日双光章 玉利　齊
（スポーツ振興功労）
財団法人日本ゲートボール連合　理事

古橋　廣之進
財団法人日本体育協会　参与
財団法人日本オリンピック委員会　顧問
財団法人日本水泳連盟　名誉会長

勲章 旭日双光章 髙橋　順一
（スポーツ振興功労）
財団法人日本セーリング連盟　元常務理事

褒章 藍綬褒章 成田　昌憲
（スポーツ振興功績）
社団法人日本カヌー連盟　専務理事

旭日重光章 川渕　三郎

（スポーツ振興功労）
財団法人日本サッカー協会　元会長
財団法人日本オリンピック委員会　元副会長
社団法人日本プロサッカーリーグ　元理事長

旭日双光章 内田　清
（スポーツ振興功労）
財団法人日本ソフトボール協会　副会長

瑞宝中綬章 林　敏弘

（スポーツ振興功労、教育研究功労）
財団法人日本体育協会　参与
財団法人日本ソフトテニス連盟　副会長
早稲田大学　名誉教授

瑞宝中綬章 松島　宏
（スポーツ振興功労、教育研究功労）
社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会　元副会長
武蔵野大学　名誉教授

旭日双光章 飯塚　十朗
（スポーツ振興功労）
元社団法人全日本アーチェリー連盟　副会長
元財団法人日本オリンピック委員会　理事

旭日双光章 城　隆嗣
（スポーツ振興功労）
元社団法人日本山岳協会　副会長

勲章

■　平成22年秋

勲章

文化勲章

■　平成21年春
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褒章 藍綬褒章 青木　剛
（スポーツ振興功績）
財団法人日本水泳連盟　副会長
財団法人日本オリンピック委員会　理事

旭日双光章 君塚　晉
（スポーツ振興功労）
社団法人全日本アーチェリー連盟　元副会長
財団法人日本オリンピック委員会　元理事

瑞宝中綬章 鈴木　啓三
（スポーツ振興功労、教育研究功労）
財団法人日本レスリング協会　元副会長
専修大学　名誉教授

褒章 藍綬褒章 宮本　英尚
（スポーツ振興功績）
社団法人日本パワーリフティング協会　副会長

勲章

■　平成23年春


