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文部科学大臣表彰被表彰者名簿

（五十音順、敬称略）

氏　名 地区名 氏　名 地区名 氏　名 地区名 氏　名 地区名

相原　俊一 神奈川県 柿沼　幸宏 栃木県 須田　彰雄 埼玉県 福井　直壽 埼玉県

青木　啓次 神奈川県 梶川　善博 福井県 関　     允 茨城県 福田　徳治 東京都

赤坂　孝夫 岩手県 加藤   　賢 岐阜県 瀬口　康隆 鹿児島県 藤澤　義弘 愛媛県

赤田　留吉 東京都 加藤　幸紀 愛知県 髙瀬　浩一 群馬県 藤田  忠司 兵庫県

赤間　德明 福岡県 門屋　高靖 千葉県 髙成田　力 静岡県 寳崎　錠二 北海道

秋山　　 巖 埼玉県 金子　榮男 神奈川県 高野　紘宇 福岡県 堀　      悟 岐阜県

秋山　雄平 鳥取県 椛島　恭德 福岡県 高橋　   淳 京都府 堀　   紀彦 滋賀県

浅井　達夫 岐阜県 亀本　興紀 広島県 高橋　一夫 秋田県 本田　朝之 高知県

阿部　恒夫 岩手県 川越　文雄 群馬県 髙橋　利武 東京都 増田　清治 東京都

阿部　義和 岐阜県 川﨑　英夫 愛知県 高橋　   実 埼玉県 松井　澄夫 鹿児島県

荒井　利夫 埼玉県 川島　一仲 東京都 髙安　史仁 大阪府 松下秋大郎 鹿児島県

荒川　治久 名古屋市 河田　清寛 埼玉県 竹松　啓一 石川県 松田　隆光 大阪市

荒木　良子 東京都 河野   　郁 京都府 龍田　安司 兵庫県 松田　典憲 愛媛県

有本利兵衛 福岡県 川野　哲也 神奈川県 田中　和夫 高知県 松田　龍二 奈良県

安齋    　勲 福島県 河野　尚俊 大分県 田中　淳一 東京都 松村　博正 大阪府

安藤知枝子 川崎市 河野　美純 福岡県 塚田　   昇 宮城県 松本　満茂 埼玉県

安藤　弘道 宮城県 川平   　淳 鹿児島県 辻　   右行 静岡県 溝部ユミ子 山梨県

飯田　慶治 千葉県 川村　禎男 宮城県 土田　勝雄 石川県 道脇　公一 千葉県

池田　   良 滋賀県 菊池　強郎 神奈川県 手島　一禧 神奈川県 宮井   　亨 徳島県

石川　建司 埼玉県 菊池　成幸 宮城県 手塚　誠之 長野県 宮本　清實 京都府

石原　美章 岡山県 喜田　正昭 静岡県 中井　重清 福島県 宮本　正彰 名古屋市

板倉　紘一 神戸市 北本　純司 広島県 長尾　   茂 茨城県 三好　   彬 福岡県

市川　泰右 東京都 久保田文良 栃木県 長坂　   允 千葉県 宗行　逸平 兵庫県

市原   　浩 岐阜県 倉員　孝昭 福岡県 中澤　望典 岩手県 村上　元一 東京都

伊藤　英紀 愛知県 小嶋　   憲 東京都 中嶋　滋教 大阪府 室橋　和夫 群馬県

伊藤　昌男 千葉県 小菅　良章 東京都 中島　拓治 埼玉県 百溪　正明 大阪府

伊藤　雅幸 千葉県 後藤　治久 大阪府 中島　千晴 大阪府 森　      一 熊本県

稲垣　昭夫 青森県 小西　健介 兵庫県 中島　康則 岐阜県 森山　憲一 東京都

入船　元綱 大阪府 小林　岳敏 茨城県 中谷　伸家 和歌山県 毛呂千鶴夫 山形県

岩本　峯雄 大阪府 小屋　忠嗣 山梨県 中津　道昭 栃木県 矢嶋　統夫 群馬県

印南　光世 福島県 三枝　敏夫 神奈川県 中村　隆之 広島県 安井　照治 大阪府

鵜飼　大策 大阪府 齋藤　   保 静岡県 中村　博亘 千葉県 安井　忠男 京都府

右近　文夫 神戸市 坂野　宇内 福井県 成田　德昭 愛知県 安田　順一 山口県

梅村　和弘 愛知県 坂本冨士男 福島県 難波　昭一 東京都 山﨑　   弘 長崎県

大岡紀一郎 東京都 佐知　正道 福岡市 西村　正之 北海道 山崎　康郎 愛媛県

大口　賢司 名古屋市 佐藤   　峻 宮城県 西森　   巖 高知県 山﨑　芳昭 札幌市

大崎　義一 埼玉県 座覇　秀政 沖縄県 新田　   賢 和歌山県 山田　英夫 東京都

大須賀　正 神奈川県 仕合　邦雄 京都府 野上　宏一 埼玉県 山本　誠一 愛知県

大関　豊壽 埼玉県 塩谷　求身 京都府 野口　   浩 福岡県 由井　   孝 東京都

大曽根正史 東京都 静間　紀佳 大阪府 野村　隆祥 神奈川県 弓倉　威己 大阪市

太田　隆温 岡山県 篠川　之靖 富山県 野村　光次 愛知県 吉田　勝郎 兵庫県

大田尾節男 神奈川県 柴田　   勝 栃木県 林　　    勉 富山県 吉田　利正 香川県

大竹　康資 福島県 渋谷　宣隆 香川県 原田恵美子 島根県 吉野　英文 東京都

大橋　儀男 静岡県 島崎　   清 千葉県 針谷　龍宜 札幌市 若林　明人 愛知県

大村　惠紀 静岡県 嶋田　   貢 神奈川県 樋口　忠彦 大阪市 渡邊　   享 東京都

岡   　卓爾 大阪府 清水　英男 宮崎県 樋口　光司 静岡県 渡邉　義彦 愛知県

奥野　敏明 大阪府 菅沼　聰介 長野県 廣木　義憲 福島県

甲斐　寿男 宮崎県 鈴木　文雄 千葉県 廣田　幹雄 大阪府 （計１９０名）


