
◆功労賞◆
№ 競技団体名 人数

板良敷　朝友 山田　義文 大田　捷夫 城間　堅吉 又吉　定夫

大湾　朝史 大城　正和 平良　昌史 樋口　稔浩

佐渡山　初子 知花　源松 安里　博文 野崎　真明 喜納　政睦

喜友名　朝一 伊波　功 長嶺　誠次郎 池内　信雄

崎原　孫佳 眞島　長治 波照間　用展 宮本　博 大嶺　秀宜

新里　定嗣 森山　一成 東　良和 仲田　雅彦 上江洲　由秀

國場　馨 松元　悟 比嘉　正 吉里　盛徳 比嘉　律子

仲田　清栄 當間　文貴 伊江　朝睦 小磯　一夫 赤嶺　清仁

平田　吉徳 具志堅　朗 与那覇　実 屋冨祖　繁幸 上地　義徳

石川　信夫 新門　貞雄 新垣　忠男 大城　清司 當間　文宜

城間　久子 柳元　由喜子 松田　久徳 瀬名波　進 上江洌　学

大城　明美 平良　悟 玉城　智

太田　昌規 玉城　利雄 大城　清 島袋　洋 宮城　重夫

比嘉　英一 金城　眞吉 堀川　恭進 田原　叡 川上　栄秀

花城　清英 赤嶺　朝栄 玉榮　徳治 仲地　浩 石川　晴祥

福原　兼伸 新屋　孝一 川畑　義弥 阿波連　侑 宮城　有一

玉城　仁 上原　助勝 翁長　良成 佐久川　馨 金城　秀雄

嶺井　政安 新垣　淳二 大城　昇 宮城　豊子

幸喜　勝 與座　盛 福治　友一郎 仲田　繁市 森東　弘

田端　勁 嘉数　昇明 久銘次　利夫 伊佐　盛信 平敷　喜盛

我謝　達美 池田　満 平安名　盛孝 斉藤　美喜夫 喜納　武信

日越　延利

9 レスリング 津森　義弘 柿本　茂雄 宮本　裕二 3名

大湾　朝民 川畑　勉 根川　弘夫 又吉　正信 高江洲　義次

平良　朝治

金城　幸信 高倉　幸一 屋良　朝一 新垣　健 南　正二

大城　光隆 儀間　次男 東恩納　盛英 保栄茂　朝信 比嘉　和直

高良　政幸 宮城　靖 東江　正作

12 自転車 知念　正和 1名

13 野球 上里　直英 又吉　民人 2名

糸数　慶子 花城　薫 大西　薫 小渡　明博 大城　宗憲

儀間　紀善 金城　利一 佐藤　卯朔 山口　龍之 星野　千春

中原　利博 玉城　富雄

14 馬術 12名

ハンドボール11 13名

10 ウエイト 6名

8 バスケット 16名

4 サッカー 10名

5 テニス 13名

6 ボクシング 10名

7 バレー 19名

ボウリング

陸上競技3 15名

2 9名

公益財団法人沖縄県体育協会 創立90周年事業

氏　　　名

水　泳1 9名



◆功労賞◆
№ 競技団体名 人数氏　　　名

池間　武俊 比嘉　吉憲 永吉　盛隆 横田　六十一 西浜　良光

伊志嶺　朝雄 奥浜　弘一 上江洲　智明 天久　功一 安室　健次

仲井間　憲児 城間　良雄 井上　実 大城　武則 嘉数　良雄

石原　昌弘 羽地　昇子 安富　徳光 平良　辰美

17 ラグビー 安座間　良勝 1名

18 空手道 平良　慶孝 島袋　章雄 津波　清 新城　清秀 4名

儀保　トヨ 真喜屋　久子 真栄城　紀子 仲本　和子 赤嶺　清子

城間　米子

20 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 下地　幹郎 1名

21 名護体協 大嶺　眞順 石川　達義 稲嶺　進 3名

比嘉　信政 松田　富雄 島袋　啓二 船越　一夫 （玉榮　徳治）

長堂　精光 喜屋武　正 比嘉　伸充 松根　貞雄 又吉　勤

国場　宏 照屋　健祐 天願　武男 兼城　賢徳

宮城　清次郎 宮城　清吉 （東恩納　盛英） 澤岻　勝雄 友利　徹雄

崎浜　秀和

城間　茂松 田端　國男 真玉橋　加代子 長堂　忠一 喜屋武　正雄

上原　武雄 宮里　盛淳 金城　芳雄 湧川　リエ子 （平良　悟）

桃原　亮昌 翁長　きさえ 大城　朝徳 玉城　憲 伊良皆　宜俟

（佐久川　馨） 當間　一也 大嶺　穀 渡嘉敷　綏勇

金城　光音 大城　良正 上原　清次 新垣　兼一 玉城　一春

真栄里　保 伊志嶺　忠一 山内　昌豊 安田　栄一 山城　幸儀

伊江　朝昇 上原　清昭 神谷　良昌 上原　和市 伊敷　幸昌

上原　秀雄 川満　茂雄 大城　厳 金城　政敏 稲嶺　盛和

城島　栄 徳元　健也 與崎　安喜

26 宮古体協 砂川　恵助 1名

照屋　寛哲 平良　親徳 嘉手川　繁二 與那嶺　良栄 金城　永真

玻名城　英介 （金城　幸信） 神谷　育雄 富田　弘 白金　広正

具志堅　侃 渡嘉敷　通之 永吉　盛達 神山　正夫 岸本　定治

新垣　淑行 中野　吉三郎 津嘉山　るり子 仲筋　一夫 与儀　真幸

仲村　守和 （知念　正和） 諸見里　明 翁長　武範

新垣　信雄 古波蔵　喜弘 山田　保 仲間　靖 伊志嶺　秀行

中村　孝夫 比嘉　良徳 棚原　秀則 仲村　春憲 （南　正二）

知念　正勝 和宇慶　朝一 知念　信勝 菅間　季昌 中村　均

15 柔道 10名

16 剣道 9名

19 なぎなた 6名

14名うるま市体協22

6名浦添体協23

19名那覇体協24

40名

23名糸満体協

高体連27

25



◆功労賞◆
№ 競技団体名 人数氏　　　名

島川　勇作 又吉　盛輝 平田　良吉 島袋　重徳 （山田　義文）

牧志　好雄 宮城　松隆 泉川　宏 備瀬　洋一 大浦　武

（﨑原　孫佳） （玉榮　徳治） 宮里　善栄 吉田　進 仲西　盛光

上原　武 永山　清勝 平良　亮 宮城　弘之 島袋　勝範

金城　淳 大田　守利 島田　毅 垣花　義夫 砂川　充男

渡真利　信雄 佐久本　茂美 野原　敏之 亀濱　敏郎 砂川　弘康

仲間　一 知花　清 仲原　久夫 末吉　久友 仲村渠　良雄

野原　義則 宮城　初男 我謝　工 比嘉　惟善 山城　淳二

玉城　甚 具志堅　源三 大城　邦光 前森　誠光 久保田　暁

糸数　栄輝 宜野座　隆 永山　清勝 宮城　調仁 国吉　昇

新垣　盛孝 渡嘉敷　直勝 長浜　宗賢 伊佐　盛信 安里　正一

米須　良成 比嘉　康雄 山内　一秀 比嘉　敏雄 上間　長徳

古我知　貞博 大嶺　惇雄 座間味　彪 新城　英彦 上間　一紀

仲本　輝雄 岸本　敏孝 野田　純一 新本　当房 金城　文雄

新崎　和治 佐渡山　透 新田　健夫 宜野座　安夫 中本　安照

上原　正則 大城　繁春 安泉　俊一 安村　昌享 座安　正朝

大城　政敏

（島川　勇作） 照屋　一郎 豊島　貞夫 澤村　卓 東　史子

（嘉数　昇明） 知念　繁夫 （真玉橋　加代子） （石川　晴祥） 稲福　正幸

名嘉山　興武 浦崎　猛 （中野　吉三郎） （板良敷　朝友） （幸喜　勝）

国吉　真介 濱元　盛正 仲宗根　用英 西原　忍 （仲村　守和）

牧野　浩隆 （阿波連　侑） 金武　正八郎 當山　宗仁 仲田　美加子

（新垣　忠男） 大城　浩 （富田　弘） （諸見里　明） 松川　満

湧川　盛順 嘉手苅　孝夫 （神山　正夫） 仲皿　正伸 知名　一夫

多和田　真修 知念　公男 （田端　國男） 神谷　敏充 （渡嘉敷　綏勇）

宮城　勇 與那覇　高俊 （真喜屋　久子） （上原　武） （上原　武雄）

（仲村　春憲） 今井　敏彦 （備瀬　洋一） （南　正二） 池村　盛良

（永山　清勝） 岸本　幸博 （眞島　長治） 金城　昇 （知念　正勝）

神谷　嘉善 （平良　亮） 砂川　隆禧 （金城　幸信） 高良　宏明

（宮城　弘之） 上間　宏 （城間　米子） 瑞慶覧　長行 城間　森邦

（具志堅　侃） （和宇慶　朝一） （神谷　良昌） （玉城　仁） （白金　広正）

（島袋　勝範） （石川　達義） 仲本　董 富永　勇 （金城　淳）

大城　操 （渡嘉敷　通之） （大田　守利） （菅間　季昌） （安里　正一）

（宮里　盛淳） 島袋　盛範 棚原　憲一 長浜　信夫 （中村　均）

村山　剛 上間　司 長濱　雅仁 渡久地　一浩 座安　純一

28 中体連 81名

29 県体協 172名



◆功労賞◆
№ 競技団体名 人数氏　　　名

山城　徳清 浦崎　直行 （新門　貞雄） 仲西　久 城間　利雄

比屋定　理勝 金城　幸明 平山　良 （崎原　孫佳） 屋比久　勝

（吉田　進） 前田　優 棚原　恵教 渡慶次　全信 （仲西　盛光）

伊佐　彰一 仲宗根　武夫 玉城　忠 金城　宏武 （宮城　松隆）

宮国　猛 香村　勉 （真栄里　保） 高良　憲雄 高山　朝夫

仲本　雅有 平安　常進 川満　恵元 （上原　和市） （崎浜　秀和）

知念　義雄 我部　昌宏 （石原　昌弘） 真喜志　康陽 （稲嶺　進）

玉城　昭子 （喜屋武　正） （大湾　朝民） 白鳥　正光 （上江洌　学）

（波照間　用展） 前盛　善治 （津森　義弘） 知念　稔 仲間　正弘

金城　忍 末吉　敏勝 柳生　徹夫 （赤嶺　清仁） 山城　正博

藤田　則夫 嘉手苅　康也 伊差川　真理 （比嘉　吉憲） 和宇慶　勝則

石垣　正春 平良　章次 （喜屋武　正雄） （大城　武則） 宮城　直久

（樋口　稔浩） 新垣　清貴 當山　全章 山田　義一 宮城　真政

新里　登 饒辺　稔 又吉　正信 （宮城　靖） 名城　司

宮城　博 當眞　正照 田場　典淳 佐喜眞　政弘 仲本　正樹

（新城　清秀） 比屋定　英信 儀間　真実 知花　靖 （平良　慶孝）

（宮城　清次郎） （川畑　義弥）

　※（　　　　）は重複者

29 県体協


