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スポーツ功労賞 スポーツ賞/優秀スポーツ選手賞
スポーツ優秀

指導者賞
優秀

スポーツクラブ賞
国体

監督奨励賞
国体

選手奨励賞
その他 特別賞等

1964 昭和39年 阿部公政

帝人松山：3年連続優勝(全国社
会人四国予選)
新田高：7年連続優勝(全国大会
北四国予選)
松山商大：13年連続優勝(全国大
会中四国予選)

1965 昭和40年
1966 昭和41年

1967 昭和42年
新田高：3年連続優勝(全国大会
北四国予選)

1968 昭和43年
1969 昭和44年
1970 昭和45年 新田高：スポーツ賞団体
1971 昭和46年 新田高：15年連続(国体県予選)
1972 昭和47年
1973 昭和48年

1974 昭和49年
新田高：3年連続(全国大会県予
選)
新田高：15年連続(国体四国予選)

1975 昭和50年

1976 昭和51年
新田高：5年連続(全国大会北四
国予選)

1977 昭和52年
1978 昭和53年 森稔（Ⅱ項）
1979 昭和54年 新田高：3年連続優勝(県総体)
1980 昭和55年

1981 昭和56年 二宮基保
新田高：5年連続優勝(県総体，四
国大会)

1982 昭和57年 藪福雄（Ⅱ項）

1983 昭和58年

1984 昭和59年 土居通弘
新田高：5年連続優勝(新人，四国
大会，全国大会予選)

高橋俊三（Ⅱ項） 新田クラブ
【60周年記念功労者賞】
二神軍四郎

【体育功労文部大臣賞】
二宮基保

1985 昭和60年 新田高：3年連続優勝(四国大会)
1986 昭和61年 足立健三

1987 昭和62年
新田高：10年連続優勝(全国大会
予選)
新田高：5年連続優勝(四国大会)

宇野由男（Ⅱ項） 思惑クラブ※

1988 昭和63年 福澤敏夫（Ⅰ項） 三島クラブ
1989 平成1年 大西五郎 烏谷忠男（Ⅱ項） スレッドクラブ

1990 平成2年 新田高：3年連続優勝(県総体) 尾上忠臣（Ⅱ項） 桑の実クラブ
【文部大臣表彰：社会優
良団体】：思惑クラブ

1991 平成3年 永木昭三
【文部大臣表彰】
三島クラブ

1992 平成4年 森稔 渡部正治（Ⅰ項）
森稔
福澤敏夫

河本義文
渡部英雄
菊池恒仁

1993 平成5年

【勲五等瑞宝章】
土居通弘
【文部大臣表彰】
桑の実クラブ

愛媛県ラグビー関係　受賞者リスト

年度
愛媛県体育協会（2018年度から県スポーツ協会）

県ラグビー協会 その他



スポーツ功労賞 スポーツ賞/優秀スポーツ選手賞
スポーツ優秀

指導者賞
優秀

スポーツクラブ賞
国体

監督奨励賞
国体

選手奨励賞
その他 特別賞等

年度
愛媛県体育協会（2018年度から県スポーツ協会）

県ラグビー協会 その他

1994 平成6年 藪福雄
新田高：3年連続優勝(四国大会A)
松山商高:3年連続優勝(四国大会
B)

三輪田元敬（Ⅱ項） 坊っちゃんクラブ 森止
【70周年記念特別功労者賞】
中野節夫

1995 平成7年
住友重機械ラグビー部
松山赤十字病院ラグ
ビー部

1996 平成8年
細田虔
愛媛県ラグビー
協会

松山商高：3年連続優勝(県総体) 河野大助（Ⅰ項） NTT四国ラブビー部

1997 平成9年 伊賀上文男 小川敏（Ⅱ項） 松工クラブ※
1998 平成10年

1999 平成11年

北条北中：3年連続優勝(県中学
総体)
新田高：3年連続優勝(新人，全国
大会予選)

2000 平成12年 細田新 上岡範雄（Ⅱ項） ノックオンクラブ
【文部大臣表彰】
伊賀上文男

2001 平成13年

新田高：5年連続優勝(全国大会
予選）
北条北中：5年連続優勝(県中学
総体)

河本義文（Ⅱ項） 岡田英二
【県政発足記念日知事表
彰】：伊賀上文男

2002 平成14年
北条北中：3年連続優勝(県中学
新人)

聖陵クラブ 渡部昌弘

2003 平成15年 二神一 越智洋司（Ⅱ項）

2004 平成16年
田邉裕司（Ⅱ項）※
荒井健（Ⅱ項）

岡大
大北裕治
沖一泰
渡部譲
土居卓
山中壱彦

【80周年記念功労者特別賞】
池本享啓
合田啓八郎
【国体特別賞】
伊賀上文男

2005 平成17年 横山闡
成年男子：10年連続優勝(国体四
国ブロック)

【永年勤続表彰】
越智洋司
二神　英臣

2006 平成18年 野本聡（Ⅱ項）
2007 平成19年

2008 平成20年
【日本体協：日本スポーツ
グランプリ】：大西五郎

2009 平成21年

2010 平成22年
【永年功労者表彰】
山崎文明

【文部大臣表彰】
横山闡

※：松山市体育協会の推薦による
県ラグビー協会の表彰については，ほとんど未調査

2011年度より新表彰規定に移行



スポーツ功労賞 スポーツ賞/優秀スポーツ選手賞
スポーツ優秀

指導者賞
優秀

スポーツクラブ賞
国体

監督奨励賞
国体

選手奨励賞
その他 特別賞等

年度
愛媛県体育協会（2018年度から県スポーツ協会）

県ラグビー協会 その他

2011 平成23年

2012 平成24年
松山大：7年連続優勝(四国総体)
弓削商船：7年連続優勝(全国高
専大会四国予選)

安居博之(1)項※

2013 平成25年 新居久直(1)項

2014 平成26年
【医科学功労賞】：島崎勝行
（新設）

【県教育文化賞】：伊賀上
文男

2015 平成27年
【旭日双光章】：伊賀上文
男

2016 平成28年

TEAM EHIME：全国大会部門
松山大：11年連続優勝(四国総体)
弓削商船：11年連続優勝(全国高
専大会四国予選)

岡田英二(2)項
【えひめ国体奨励賞】：TEAM
EHIME

【日本ラグビー協会功労
賞】：横山闡
【愛媛新聞スポーツ賞】：
成年愛媛

2017 平成29年 【医科学功労賞】：田口浩之
2018 平成30年 【医科学功労賞】：坂山憲史
2019 令和元年
2020 令和2年 【旭日単光章】：横山闡
2021 令和3年 福澤敏夫
※：松山市体育協会の推薦による すべてを網羅できている訳ではありません。漏れがありましたらご指摘ください。

【旧・愛媛県体育協会表彰規定】　昭和38年12月7日施行～平成22年度迄適用
　スポーツ功労賞：スポーツの振興に貢献し，その功績が特に顕著で受賞に値すると認められるもの
　スポーツ賞：全国大会に出場して優勝又は準優勝したもの，県大会以上で連続優勝(3,5,10,15,20,25,30年)したものなど
　スポーツ優秀賞：スポーツ賞の受賞に該当するもので，特に優秀と認められるもの
　スポーツ優秀指導者賞（Ⅰ項）：優秀な成績を収めたスポーツチームまたは個人を直接指導し，人格識見ともに卓抜なもの（S53年度から適用）
　スポーツ優秀指導者賞（Ⅱ項）：スポーツの指導に，おおむね10年以上献身的に従事し，他の規範とするに足るもの（S53年度から適用）
　最優秀スポーツ指導者賞：スポーツ優秀指導者賞を過去に受賞し，引き続き同チームまたは新たな個人を育成指導に貢献し，その功績が顕著で受賞に値すると認められるもの（H8年度から適用）
　優秀スポーツクラブ賞：スポーツクラブとして組織が確立し，年間活動計画に基づいて継続した活動が行われ，その内容が他の模範となり，優秀なスポーツクラブと認められるもの。（S57年度から適用）
　優秀スポーツ団体賞：地域・職域又は競技団体として組織が確立し，年間活動計画に基づいて継続した活動が行われ，その内容が他の模範となり，優秀なスポーツ団体と認められるもの（H7年度から適用）
　国民体育大会選手奨励賞：本県選手として、国民体育大会に通算して10回以上出場した個人(H4年度から)
　国民体育大会監督奨励賞：本県監督として、国民体育大会に通算して10回以上出場した個人(H4年度から)

【新・愛媛県体育協会表彰規定】　平成23年10月27日制定　
　スポーツ功労賞：スポーツの振興に、特に顕著な業績を収めたもの
　最優秀スポーツ選手賞：優秀スポーツ選手賞のいずれかの基準に該当し、特に顕著な成績を収めたもの
　優秀スポーツ選手賞：全国大会で優勝したもの，四国大会以上の大会で，3年又は5年又は7年若しくは10年以上連続して優勝したものなど
　最優秀スポーツ指導者賞：継続して団体競技又は個人競技の育成・指導を行い、顕著な成績を収め、かつ、優秀スポーツ指導者賞（１）の賞受賞後３年以上経過したもの
　国民体育大会選手特別賞：本県選手として、国民体育大会に通算して10回以上出場した個人
　国民体育大会監督特別賞：本県監督として、国民体育大会に通算して10回以上出場した個人
　優秀スポーツ指導者賞：（１）　育成指導者部門：団体競技又は個人競技の育成・指導を原則として10年以上行い、顕著な業績を収めたもの
　優秀スポーツ指導者賞：（２）　優秀選手指導者部門：過去に指導歴があり、優秀スポーツ選手賞(国際大会入賞，全国大会優勝)の優秀な指導者
　優秀スポーツクラブ賞：競技団体及び地域団体に所属する団体において、スポーツ競技組織が確立され、年間活動を継続して15年以上行い、その内容が高く評価され、かつ、模範的と認められるもの
　優秀スポーツ団体賞：職域団体、競技団体又は地域団体において、組織が確立され、年間活動を継続して20年以上行い、その内容が高く評価され、かつ、模範的と認められるもの

　
　

　
　


