
◎特別賞
1991年度 岸　本　　　実 1999年度 美馬商業高校駅伝チーム
1992年度 橋　本　忠　幸 　          選　 手　北　川　敬　大
1993年度 松　浦　昭　仁 　　　         　　　上　原　和　久
　　　　 井　村　佳　子 　　　         　　　竜　田　美　幸
　　　　 徳島東工業高校駅伝チーム 　　　         　　　行　天　康　平
　         選　手　藤　村　貴　生 　　　         　　　高　尾　　　聖
　　　         　　木　村　博　明 　　　　         　　川　西　淳　文
　　　         　　武　田　宏　旦 　　　　         　　三　宅　善　秋
　　　         　　矢　藤　由　偉 　　　　         　　坂　東　勝　利
　　　　         　中　山　昌　典 　　　　         　　大　垣　　　健
　　　　         　瀬　戸　高　一 　　　　         　　岩　崎　智　一
　　　　         　斎　藤　允　尚 　          監　 督　佐　藤　克　人
　　　　         　吉　村　　　力 2000年度 豊　永　陽　子（徳島健祥会）
　　　　         　河　野　栄　治 　　　　 犬　伏　孝　行（大 塚 製 薬）
　　　　         　宮　原　充　普          藤　川　健　司（脇　町　高）
　         監　督　佐　野　健　次          大　堀　靖　枝（三　野　中）
1994年度 井　村　佳　子          粟飯原　　　良（国　府　中）
　　　　 平　尾　　　茂          河　野　　　匡（大 塚 製 薬）
         豊　永　陽　子 2001年度 豊　永　陽　子（徳島健祥会）
         河　野　稔　治 2002年度 青　木　悠　人（富 岡 東 高）
1995年度 徳島東工業高校駅伝チーム          三ツ井　　　咲（城　南　高）
　         選　手　宮　原　充　普          浦　上　和　也（城 ノ 内 高）
　　　　         　加　藤　泰　丈          藤　川　健　司（脇　町　高）
　　　　         　安　藝　雄　三          河　野　　　匡（大 塚 製 薬）
　　　　         　尾　池　政　利          豊　永　陽　子（徳島健祥会）
　　　　         　日　裏　竜　太          岩　佐　敏　弘（大 塚 製 薬）
　　　         　　西　沢　　　輝          村　山　竜　也（大 塚 製 薬）
　　　         　　福　原　博　充          高　橋　圭　太（大 塚 製 薬）
　　　         　　岩　佐　保　昭          今　井　功　記（大 塚 製 薬）
　　　         　　中　木　将　之          大塚製薬全日本実業団駅伝チーム
　　　         　　中　森　一　也 　          選　 手　千　葉　信　彦
　         監　督　佐　野　健　次 　　         　　　　犬　伏　孝　行
　         コーチ　山　田　政　明 　　         　　　　尾　池　政　利
1996年度 豊　永　陽　子 　　　         　　  井　幡　　　磨
1997年度 岩　佐　敏　弘                      岩　佐　敏　弘
　　　　 岡　村　一　久                      中　森　一　也
         高　橋　圭　太 　　　　         　　水　口　紀　幸
1998年度 粟飯原　理　絵 　          監　 督　河　野　　　匡
         中　山　智　弘 　　　　　 半田中学校全国中学駅伝チーム
         市　川　友　里 　          選　 手　坂　東　晃　宏
         豊　永　陽　子 　　         　　　　沖　田　健　作
         高　橋　圭　太 　　　         　　　坂　東　幸　宏
         岩　佐　敏　弘 　　　         　　　西　岡　康　平
1999年度 犬　伏　孝　行（大 塚 製 薬） 　　　　         　　辰　原　誠　一
         豊　永　陽　子（国 士 館 大） 　　　　         　　椋　本　秀　平
         粟飯原　理　絵（一　宇　中） 　          監　 督　川　西　　　正
         日　下　祐　作（板　野　中） 2003年度 木　内　康　寛（北　島　中）
         藤　川　健　司（穴　吹　中） 　　　　 北　原　郷　大（半　田　中）
         藤　本　奈　々（川　内　中）          浦　上　和　也（城 ノ 内 高）
         新　居　周　三（徳島あわっこク） 　　　　 千　葉　信　彦（大 塚 製 薬）

　　　　 岩　佐　敏　弘（大 塚 製 薬）
         豊　永　陽　子（健　祥　会）

徳島陸上競技協会関係



2004年度 谷　下　駿　貴（阿 南 一 中） 2010年度 武　田　歴　次（美　馬　中）
         豊　永　陽　子（徳 島 陸 協） 　　　　 中　田　恵莉子（生光学園高）
2005年度 奥　　　寛　子（鳴門第一高） 　　     河　野　　　匡（大 塚 製 薬）
         豊　永　陽　子（生光学園高教） 　　　　 松　岡　佑　起（大 塚 製 薬）
         細　川　道　隆（大 塚 製 薬） 　　　　 金　丸　祐　三（大 塚 製 薬）
         中　野　将　春（大 塚 製 薬） 　　　　 井　幡　　　磨（大 塚 製 薬）
         岩　佐　敏　弘（大 塚 製 薬） 　　　　 渕　瀬　真寿美（大 塚 製 薬）
         藤　川　健　司（筑 波 大 学）          青　木　悠　人（鳴 門 高 教）
         河　野　　　匡（大 塚 製 薬） 　　　　 豊　永　陽　子（生光学園ク）
2006年度 河　野　　　匡（大 塚 製 薬） 　　　　 徳　岡　沙　織（中　京　大）
         堀　　　千　晶（半　田　中）          岡　田　　　唯（美 馬 商 高）
　　　　 奥　　　寛　子（中 京 大 学） 　　　　 中　内　亮　太（藍 住 東 中）
　　　　 豊　永　陽　子（生光学園高教） 　　　　 鳴門ＫＡＣ女子リレーチーム
　　　　 岩　佐　敏　弘（大 塚 製 薬） 　          選　 手　山　下　ゆりか
　　　　 藤　川　健　司（筑 波 大 学） 　　　　　           木　村　紀　香
        城ノ内中学校リレーチーム 　　　　　         　米　田　安　里
　          選　 手 樫　原　理　貴 　　　　　         　直　江　こころ
                    須　藤　眞　吾 　　　　　         　笠　岡　美由葵
                    福　田　喬太郎 　　　　 北島中学校男子駅伝チーム
　                  戸　根　頌　太 　          選　 手　奥　野　智　士
                    磯　村　祐　太 　　　         　　　大　殿　将　司
         大塚製薬全日本実業団駅伝チーム 　　　         　　　井　口　諒　一
　          選　 手　細　川　道　隆 　　　         　　　東　尾　奏　希
　　　         　　　岩　佐　敏　弘 　　　　         　　西　條　史　朗
　　　　         　　井　幡　　　磨 　　　　         　　藤　倉　政　浩
　　　　         　　山　岡　雅　義 　　　　         　　木　川　晋　志
　　　　　         　片　岡　祐　介 　　　　         　　佐々木　星　輝
　　　　　         　竜　田　美　幸 　　　　　         　吉　田　海　佑
　　　　　         　井　川　重　史 　          監　 督　三　原　清　次
　          監　 督　河　野　　　匡 2011年度 野　口　航　平（鳴門ＫＡＣ）
2007年度 河　野　　　匡（大 塚 製 薬） 　　　　 西　川　チカコ（生光学園中）
　　　　 粟飯原　も　も（城　西　高） 　　　　 笠　原　巧　巳（鳴　門　高）
         徳　岡　沙　織（城　西　高） 　　　　 居　川　汐　里（生光学園高）
　　　　 豊　永　陽　子（生光学園高教） 　　　　 河　野　　　匡（大 塚 製 薬）
         木　内　康　寛（福　岡　大）          伊　藤　　　舞（大 塚 製 薬）
　　　　 中　森　一　也（大 塚 製 薬） 　　　　 金　丸　祐　三（大 塚 製 薬）
2008年度 河　野　　　匡（大 塚 製 薬） 　　　　 渕　瀬　万寿美（大 塚 製 薬）
　　　　 豊　永　陽　子（生光学園高教）          中　田　恵莉子（中　京　大）
         中　田　恵莉子（生光学園高）          豊　永　陽　子（生光学園教）
         谷　　　愛　子（城 ノ 内 高） 　　　　 藍住東中男子リレーチーム
　　　　 武　田　歴　次（美　馬　中） 　          選　 手　江　西　祐　喜
2009年度 河　野　　　匡（大 塚 製 薬） 　　　         　　　徳　永　翔　汰
         松　岡　佑　起（大 塚 製 薬） 　　　         　　　吉　田　惇　未
　　　　 板　倉　具　視（大 塚 製 薬） 　　　         　　　中　内　洸　希
         奥　　　寛　子（中　京　大） 　　　　         　　下　竹　孝　介
         松　浦　貴　之（大 塚 製 薬） 　　　　         　　大　杉　天　斗
　　　　 渕　瀬　真寿美（大 塚 製 薬） 2012年度 武　田　歴　次（生光学園高）
         大塚製薬全日本実業団駅伝チーム          河　野　　　匡（大 塚 製 薬）
　          選　 手　井　幡　　　磨 　　　　 伊　藤　　　舞（大 塚 製 薬）
　　　         　　　山　岡　雅　義 　　　　 金　丸　祐　三（大 塚 製 薬）
　　　　         　　松　岡　佑　起 　　　　 渕　瀬　万寿美（大 塚 製 薬）
　　　　         　　井　川　重　史          中　田　恵莉子（中　京　大）
　　　　         　　末　吉　　　勇          大　坂　阿玖里（筑　波　大）
　　　         　　　片　岡　祐　介
　　　　         　　松　浦　貴　之
　          監　 督　河　野　　　匡



2012年度 大塚製薬全日本実業団女子駅伝チーム 2019年度 阿　利　美　咲（吉野川市陸協）
　          選　 手　田　端　沙　紀 　　　　 幸　長　慎　一（四　国　大）
　　　         　　　藤　本　知　佐
　　　         　　　伊　藤　　　舞 ◎特別賞・競技者育成賞
　　　　         　　森　　　祥　子 2020年度 幸　長　慎　一（四　国　大）
　　　　         　　岡　田　　　唯 　　　　　（指導者）林　　　英　司（高校時代）
　　　　         　　井　上　彩　花 　　　　　　　　　　豊　永　陽　子（高校時代）
　          監　 督　河　野　　　匡 　　　　 津　波　響　樹（大 塚 製 薬）
2013年度 金　丸　祐　三（大 塚 製 薬） 　　　　　　 山　本　　　　　渚（鹿屋体育大）
　　　　 渕　瀬　万寿美（大 塚 製 薬） 　　　　　（指導者）桜　井　　　徹（小学時代）
         中　田　恵莉子（中　京　大） 　　　　　　　　　　郡　　　妃富美（高校時代）
         川　口　哲　生（生光学園高） 　　　　 元　木　涼　介（三 加 茂 中）
　　　　 幸　長　慎　一（生光学園高） 　　　　　（指導者）藤　内　則　康（小学時代）
　　　　 龍　田　美　咲（鷲　敷　中） 　　　　 川　口　由　眞（生光学園高）
　　　　 生　田　琉　海（阿南ＪＡＣ） 　　　　　（指導者）大　岩　　　靖（中学時代）
　　　　 大塚製薬女子駅伝チーム 　　　　　　　　　　春　木　理　奈（中学時代）
　          選　 手　岩　川　真知子 2021年度 幸　長　慎　一（四　国　大）
　　　         　　  森　　　祥　子 　　　　　（指導者）大　岩　　　靖（高校時代）
                     伊　藤　　　舞 　　　　　　　　　　春　木　理　奈（高校時代）
                     田　端　沙　紀 　　　　 小宮路　大　隼（生光学園高）
　　　　         　　岡　田　　　唯 　　　　 吉　田　　　匠（生光学園高）
　　　　         　　井　上　彩　花 　　　　 平　岡　未　羽（美　馬　中）
2014年度 西　川　チカコ（城　南　高） 　　　　　（指導者）鎌　田　幸　二（小学時代）
　　　　 幸　長　慎　一（生光学園高） 2022年度 喜　多　　　翼（四　国　大）
         金　丸　祐　三（大 塚 製 薬） 　　　　 吉　田　康　晟（富 岡 東 高）
         渕　瀬　万寿美（大 塚 製 薬）
         中　田　恵莉子（中　京　大）
         居　川　汐　里（四　国　大）
2015年度 金　丸　祐　三（大 塚 製 薬）
         伊　藤　　　舞（大 塚 製 薬）
　　　　 幸　長　慎　一（生光学園高）
         中学校男子徳島県選抜リレーチーム
　      選　 手　野　口　航　平（鳴門一中）
　　　　     　　杉　田　侑　弥（藍住東中）
　　　　     　　中　山　和　也（徳 島 中）
　　　　     　　山　本　隼　平（南 部 中）
2016年度 伊　藤　　　舞（大 塚 製 薬）
　　　　 緒　方　美　咲（松　山　大）
　　　　 金　丸　祐　三（大 塚 製 薬）
　　　　 武　田　歴　次（日　本　大）
　　　　 幸　長　慎　一（四　国　大）
　　　　 白　川　恵　翔（江　原　中）
2017年度 大　室　秀　樹（大 塚 製 薬）
　　　　 金　丸　祐　三（大 塚 製 薬）
         武　田　歴　次（日　本　大）
　　　　 大　地　彩央里（徳島市立高）
         高　木　智　帆（鳴門渦潮高）
         阿　利　美　咲（吉野川市陸協）
　　　　 村　尾　茉　優（四　国　大）
2018年度 大　地　彩央里（徳島市立高）
　　　　 幸　長　慎　一（四　国　大）
　　　　 阿　利　美　咲（吉野川市陸協）
　　　　 川　口　哲　生（日　本　大）
         藪　田　裕　衣（大 塚 製 薬）
　　　　 高　井　俊　治（三好市陸協）



◎優秀審判員
1984年度 2002年度
　　松　浦　梅　男　　　徳　野　祐　次 　　柴　田　　　勉　　　次　山　博　幸
　　栗　林　祥　之　　　岸　　　　　勉 　　吉　田　喜久雄　　　丸　岡　大　介
　　結　城　　　宏　　　吉　崎　義　治 　　長　町　真一朗　　　福　長　利　浩
　　松　本　啓　三 2003年度
1988年度 　　柴　田　　　勉　　　次　山　博　幸
　　有　内　正　雄　　　樋　口　　　弘     西　岡　一　彦　　　福　長　利　浩
　　山　口　文　男　　　柴　田　　　勉 2004年度
　　鎌　倉　義　徳 　　佐　藤　貴久男　　　西　岡　一　彦
1990年度 　　次　山　博　幸　　　
　　有　内　政　雄　　　井　上　英　利 2005年度
　　榎　村　琢　馬　　　小　川　裕　一 　　次　山　博　幸　　　佐　藤　貴久男
　　緒　方　俊　昭　　　鎌　倉　義　徳 　　西　岡　一　彦　
　　北　澤　信　之　　　栗　林　常　子 2006年度
　　佐　藤　光　彦　　　佐　竹　昌　之 　　渡　辺　徹　顕　　　中　田　賢　一
　　柴　田　　　勉　　　曽　谷　浩　隆 2007年度
　　高　原　清　秀　　　中　西　久　雄 　　久　保　　　喬　　　長　澤　智　明
　　鳴　滝　　　司　　　古　津　恵　子 　　山　下　一　誠　　　中　田　有　二
　　三　井　敏　弘　　　宮　内　司　郎 　　斉　藤　好　和
　　森　　　　　健　　　山　口　文　男 2008年度
　　米　田　英　雄 　　村　山　征　生　　　白　川　　　悟
1991年度 2009年度
　　米　田　英　雄　　　真　鍋　年　雄 　　古　川　正　三　　　三　木　忠　義
　　江　口　　　寿　　　長　村　一　馬 　　松　本　翔　伍　　　
　　有　内　政　雄　　　鎌　倉　義　徳 2010年度
　　古　津　恵　子　　　宮　内　司　郎 　　姫　野　昭　夫　　　柿　部　　　貴
　　北　澤　信　之　　　曽　谷　浩　隆 　　磨　野　寿　夫　　　
　　真　鍋　敏　子　　　浜　田　和　人 2011年度
　　栗　林　常　子　　　山　口　文　男 　　寺　井　実　希　　　浦　上　和　也
　　藤　川　博　之　　　樫　下　孝　行 　　中　野　　　甫　　　外　山　周　作
　　柴　田　　　勉　　　三　井　敏　弘 2012年度
　　井　上　英　利　　　榎　村　琢　馬 　　清　住　直　健　　　東　　　隆　幸
1992年度 　　引　地　美　貴
　　曽　谷　浩　隆　　　米　田　英　雄 2013年度
　　栗　林　常　子　　　浜　田　和　人 　　吉　中　真　洋　　　乾　　　雄　策
　　奥　野　昌　男　　　中　野　義　郎 　　美　好　雅　文
　　脇　谷　　　功　　　井　上　裕　子 2014年度
　　江　口　正　廣　　　江　口　　　寿 　　八　尾　景　子　　　竹　内　淳　子
　　川　岡　幸　次　　　狭　間　文　夫 　　藤　本　弘　喜　　　原　田　佳　奈
　　工　藤　良　介　　　有　内　政　雄 　　小　林　正　人
　　鎌　倉　義　徳　　　柴　田　　　勉 2015年度
　　藤　川　博　之　　　古　津　恵　子 　　武　市　憲士郎　　　永　井　明　人
　　古　川　　　修　　　場　合　雅　人 　　奥　谷　圭　介　　　幸　路　義　文
　　西　條　一　之　　　堀　北　　　潔 　　村　尾　茉　優
　　井　上　英　利　　　北　澤　信　之 2016年度
1993年度 　　村　部　順　子　　　中　田　恵莉子
　　国体開催のため全員優秀審判員 　　藤　川　健　司
2000年度 2017年度
　　寺　田　　　裕　　　戸　崎　雅　史 　　秦　　　啓　訓
　　戸　崎　信　子　　　中　元　幹　子 2018年度
2001年度 　　久　保　佳　加　　　橋　本　理　沙
　　河　野　勝　彦　　　寺　田　　　裕 　　藤　内　則　康　　　横　手　英　俊
　　福　長　利　浩　　　三　栖　信　征 　　生　田　智　也　　　後　藤　優　樹
　　長　町　真一朗　　　竹　内　恒　能 　　西　内　　　栞　　　
　　柴　田　　　勉



2019年度
　　宮　田　睦　奈　　　土　肥　浩　敏
　　佐　藤　　　彰　　　郡　　　茂　史
　　越　野　友　貴　　　竜　田　佳那子
2020年度
　　十　川　義　浩　　　西　根　靖　人
　　谷　下　駿　貴　　　磯　崎　真　由
2021年度
　　伊　藤　真由美　　　長　濱　奈　樹
　　米　田　研　志　　　田　岡　翔　平
2022年度
　　全国高校総体開催のため全員優秀審判員


