
No. 年度 氏名・団体名 分野 住所等
市川　洋介 水泳 川成島
海野　庄三 文化活動 厚原
小林　正人 音楽 吉原
村上　好子 ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 本市場
富士文化財愛好会 文化財保護 代表者　宮崎武頼
稲葉　勝巳 陸上競技 富士宮市小泉
仲澤　裕惠 音楽 中島
若林　久樹 盆栽 厚原
富士自然観察の会 自然科学 代表者　中山芳明
フジゾリステン 音楽 代表者　山口和元
小澤　由貴子 水泳 富士宮市小泉
久保田　明宏 日本画 伝法
渡辺　寛 文芸 柚木
富士クラシック協会 音楽 代表者　中村史子
富士書道連盟 書道 代表者　山田武
石島　哲也 ボウリング 中野
小林　國代 茶道 中島
富士市陸上競技協会 陸上競技 代表者　遠藤栄
富士マンドリンクラブ 音楽 代表者　金森孝行
吉永郷土研究会 郷土史 代表者　松本貞彦
石岡　かつ子 絵画 中野
瀧　正 写真 広見本町
德武　計助 弓道 一色
神戸雨乞い芸能保存会 郷土芸能 代表者　内山義和
富士野球連盟 野球 代表者　市田紀夫
青山　充男 バレーボール 入山瀬
鈴木　光子 型染 宮島
鈴木　譲　（鈴木　譲心） 詩吟 鷹岡本町
静岡県立富士高等学校演劇部 演劇 代表者　原田一雄
富士水泳協会 水泳 代表者　加藤王一
井出　朋子 音楽 入山瀬
髙田　稔 サッカー 国久保１丁目
渡邉　喜弘 バレーボール 久沢
富士市空手道連盟 空手道 代表者　石川勝雄
富士市美術協会 絵画 代表者　鈴木澂
市田　紀夫 野球 富士宮市小泉
大村　正子（大村　華谷） 書道 厚原
川口　美智子 音楽 沼津市原
岳南竹友会 邦楽 代表者　外山譲
富士市ソフトボール協会 ソフトボール 代表者　後藤哲男
大木　清丸（藤本　秀八） 邦楽 原田
中司　博明 郷土芸能 松岡
和久田　恵子 芸術一般 大淵
佐野晋一・佐野弘美 少林寺拳法 横割１丁目
富士市卓球協会 卓球 代表者　渡井壽久
赤堀　實信 写真 中島
金子　徹 俳句 鈴川西町
村上　雅洋 絵画 久沢２丁目
富士市なぎなた連盟 なぎなた 代表者　斉藤千枝子
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小山　たけ子 民謡 今泉１丁目
鈴木　あや子（三ッ岡　瑾流） 書道 西柏原新田
渡邉　哲男（渡邉　宗哲） 茶道 柚木
井上　和佳奈 体操 柚木
芦川　七瀬 体操 大淵
山田　髙 自然科学 富士岡
加藤　昭夫 郷土史 松岡
勝亦　悠斗 ゴルフ 緑町
鈴木　奈央 自転車 鈴川東町
富士市スポーツ少年団 スポーツ一般本部長　毛涯　晋
田邊　喬章 文化活動 中之郷
渡辺　静香 音楽 久沢
野田　英明 ソフトテニス 水戸島本町
萩田　拓馬 水泳 広見本町
静岡県立富士東高等学校新聞部 文化活動 校長　川村典男
石倉　妙子 絵画 厚原
立石　美井 なぎなた 本市場町
福島　勇輝 ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ柚木
静岡県立吉原工業高等学校電子科 課題研究 校長　遠藤　稔美
富士猟友会クレー射撃部 クレー射撃 会長　板倉　勉
庄司　博彦 写真 富士見台６丁目
牧野　太紀 津軽三味線 厚原
山口　光男 陸上競技 下横割
C-STARスタジオ チアダンス 代表　海野　幸
第六天太鼓保存会 郷土芸能 代表　鈴木　茂樹
CHEERS FACTORY チアダンス 代表　米山　温子
富士市バレーボール協会 バレーボール 会長　望月　富子
鈴木　節子 青少年教育 伝法
倉藤　理大　 音楽 今泉
水野　友登 陸上競技 中里
国久保熊野太鼓保存会 郷土芸能 代表　八木　直哉
富士市剣道連盟 剣道 代表　渡邉　典夫
遠藤　紀代美（若柳　吉智乃） 日本舞踊 浅間上町
太田　利三 絵画 岩淵
山本　壮汰 レスリング 今泉
富士ジュニアオーケストラ 音楽 代表　茅原　初子
富士市ハンドボール協会 ハンドボール 代表　小口　賴一
田辺　敬子 音楽 中野
土屋　とき江 フラワーデザイン松岡
芦川　うらら 体操 久沢
鈴木　波流 ボウリング 前田
富士ソフトテニス協会 ソフトテニス 代表　杉山　登子
村上　路子 茶道 厚原
ボーイスカウト富士地区協議会 青少年教育 協議会長　杉山 満
富士天間ひょうたん会 工芸 会長　遠藤 恵久
静岡県立富士高等学校山岳部 登山 代表者　諸戸 明
富士市バドミントン協会 バドミントン 会長　古郡 文博
佐尾　かね子 能楽 伝法
宮本　晴美（宮本　暉篁） 書道 青島町
鮫島まとい・太鼓保存会 郷土芸能 会長　廣瀬 孝徳
富士市サッカー協会 サッカー 会長　木村　勉

H24

32

40

31

33 H26

35

R3

39 R2

H25

34

H30

H27

38 R1

36 H29

H28

37



No. 年度 氏名・団体名 分野 住所等

富士市教育文化スポーツ奨励賞受賞者・団体一覧

渡邉　邦義 空手道 鵜無ケ淵
富士市バスケットボール協会 バスケットボール 会長　小林　一雅
富士マジッククラブ マジック 代表　常盤　牧子
ＭＡＵハンドベルリンガーズ 音楽 代表　土屋　厚子

※既表彰者・団体　　135個人・61団体(R4.11.1現在）
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