
回次
表彰日

受賞者数 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名

第１回 CM大賞 ㈱足利銀行 報道ボーン 平山　健太郎 100メートル 荒川　岳士

H4.1.23 東証1部 栃木富士産業 医療石崎賞 生井　聖一郎 砲丸投げ 高田　智子

(8名) 吉川英治賞 葭原　昭夫 ボクシング 川上　雅史

第２回 米消費日本一 元気寿司㈱ 民謡日本一 岡田　光夫 重量挙 会沢　　豊

タイ大臣賞 ㈱シンガー日鋼 芭蕉研究 丸山　一彦 レスリング 栗田　弘明

5・1・27 野球新人王 高村　　祐

(10名) 重量挙優勝 青木　延明

ボクシング 川上　雅史

サッカー 手塚　貴子

第３回 該当無し 院展大臣賞 松本　哲男 ボディビル 大垣　純子

フェンシング団体 宇中女子髙

H6.1.28 空手団体 宇女商

(15名) バレーボール 国学院栃木高

ボクシング団体 作新学院

重量挙 楳沢　智治

重量挙 大谷　広幸

ボクシング 小林　幸司

重量挙 菅野　太作

水泳 高久　博充

砲丸投げ 高田　智子

空手 福井　由夏

三段跳び 松本　茂久

三段跳び 谷津　逸人

第４回 発明大臣賞 レオン自動機㈱ 陶磁会金賞 島岡　達三 空手団体 宇女商

吉川英治賞 高見　敏弘 重量挙団体 小山高校

H7.1.27 囲碁九段 恩田　烈彦 ボクシング団体 作新学院

(19名) 合唱世界一 氏家高校 重量挙 青木　秀範

プロ競輪 神山　雄一郎

マラソン 鈴木　賢一

ボクシング 田村　　誠

重量挙 土井　真二

重量挙 遠山　哲也

空手 鍋城　　泉

空手 広瀬　弘美

馬術 広田　龍馬

ボクシング 村橋　　薫

レスリング 森田　武士

第５回 該当無し 現代俳句 平畑　静塔 ソフトボール 大田原女子高

眼科技術 原　　　孜 軟式野球 作新学院

H8.1.26 マーチングバンド 宇都宮女子商業 空手 榎戸　哲也

(10名) 合唱世界一 氏家高校 重量挙 青木　秀範

ボクシング 斎藤　俊文

ボクシング 堀江　高志

「栃木県イメージアップ貢献賞」歴代受賞者

産業経済部門 芸術文化・教育社会貢献部門 スポーツ部門

13



回次
表彰日

受賞者数 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名

産業経済部門 芸術文化・教育社会貢献部門 スポーツ部門

第６回 国際デザイン ㈱カザミ ミス日本 近沢　美歩 空手団体 宇都宮文星高

きのこ料理 大垣　直巳 自転車団体 作新学院

H9.1.24 マーチングバンド 宇都宮北高 馬術団体 佐野日大高

(15名) ソフトボール 白鴎大足利高

スケート 羽石　国臣

ボクシング 村橋　　薫

ボクシング 斉藤　信行

空手 佐藤　志保

空手 渋谷　明美

800メートル走 橋本　真英

レスリング 船越　　聡

第７回 ISO14001取得 三洋シリコン電子 人間国宝 島岡　達三 弓道 高瀬　隆行

ITVSA撮影技術 足利銀行 重量挙 青木　延明

H10.1.26 ボクシング 飯野　　潤

(11名) 自転車 内田　　慶

空手 笹　有紀子

空手 佐藤　志保

ボクシング 平田　廣一

やり投げ 茂呂　綾子

第８回 業界日本一 ㈱コジマ 日本画 岸野　　香 弓道 山本　恵介

書 日賀野琢 空手団体 宇都宮文星高

H11.1.29 合唱日本一 宇都宮中央女子 ボクシング団体 作新学院

(16名) ボクシング 阿久津　修

走り高飛び 石原　未来

自転車 内田　　慶

空手 榎戸　哲也

馬術 小林　哲也

ボクシング 斎藤　大胤

自転車 平石　　功

ボクシング 村橋　　薫

空手 望月　里奈

第９回 該当無し 彫刻 大平　恵祥 空手団体 宇都宮文星高

バーテンダー 山野井　有三 弓道団体 作新学院

H12.1.25 重量挙 会沢　　豊

(13名) 空手 榎戸　哲也

スケート 羽石　国臣

走り高跳び 石原　未来

弓道 大塚　征彦

陸上100㍍ 黒沢　茉莉子

馬術 増山　大治郎

ボクシング 水井　健次郎

空手 望月　里奈
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回次
表彰日

受賞者数 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名

産業経済部門 芸術文化・教育社会貢献部門 スポーツ部門

第１０回 労働大臣賞 東武宇都宮百貨店 NHK放送文化賞 船村　徹 女子ソフトボール 石川多映子他三名

国際作曲 須永　克巳 空手団体 宇都宮文星

H13.1.30 ボクシング指導 川島　八郎 重量挙 梶木　大聖

(12名) 空手指導 松本　俊夫 重量挙 川上　知子

レスリング 中村　友之

空手 望月　里奈

ライフル射撃 山崎　　純

第１１回 該当無し 作曲 名倉　明子 重量挙 会沢　　豊

合唱 宇中央女子高 マラソン 西田　隆雄

H14.1.29 マラソン 渋井　陽子

(12名) 馬術 広田　龍馬

射撃 山崎　　純

ボクシング 半田　友章

やり投げ 山﨑　綾子

空手団体 宇都宮文星

馬術団体 栃木選抜チーム

射撃団体 真岡北陵高校

第１２回 一部上場 元気寿司㈱ 洋画 小関　修一 プロ野球 小関　竜也

一部上場 ㈱カワチ薬品 漫画 栃木高校 射撃 折原　研二

H15.1.29 1万メートル 渋井　陽子

(12名) 自転車 大塚　　歩

重量挙 塩田　篤志

やり投げ 山﨑　綾子

板飛込み 桜井　　薫

大相撲 北勝力　英樹

第１３回 経営品質賞 カルソニックハリソン㈱ 民謡 古田　佳子 サッカー 栃木選抜チーム

技能五輪 大島　由多加 馬術 川俣　俊介

H16.1.29 レスリング 齋川　哲克

(11名） 射撃 阿久津　昌弘

射撃 室町　悦久

走り幅跳び 今井　雄紀

七種競技 海老原　有希

自転車 神山　拓弥

第１４回 ジャスダック上場 ㈱フライングガーデン 声音 川久保　博史 サッカー 栃木選抜チーム

技術開発 ㈱タイコーデバイス 詩吟 土澤　なぎさ プロゴルフ 斉藤　裕子

H17.1.27 マラソン 渋井　陽子

(11名） 弓道 栃木選抜チーム

レスリング 入江　淳史

レスリング 鈴木　七恵

大相撲 北勝力英樹
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回次
表彰日

受賞者数 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名

産業経済部門 芸術文化・教育社会貢献部門 スポーツ部門

第１５回 東証2部上場 グランディハウス㈱ 竹工芸 勝城　一二 サッカー 栃木選抜チーム

優秀経営 ハイビック㈱ 洋画 和久　哲也 空手 文星女子高

H18.1.24 技術開発 ㈱アイ電子工業 音楽 宮田　　大 弓道 栃木選抜チーム

(13名） フェンシング 中村　治子

飛び込み 岡本　　優

柔道 石川　裕紀

射撃 日下田　裕基

第１６回 技術開発 マニー㈱ 合唱 宇中央女子高 野球 石井　琢朗

技術開発 村田発條㈱ 野球 渡辺　俊介

H19.1.24 技術開発 ㈱オプトニクス精密 ゴルフ 藤田　幸希

(15名) やり投げ 海老原　有希

重量挙げ 木城　悠介

板飛び込み 岡本　　優

走り高跳び 山田　直人

柔道 生田　　茜

レスリング 齋川　哲克

クライミング 栃木選抜チーム

自転車 作新学院高校

第１７回 ジャスダック上場 ㈱大日光エンジニアリング 洋画 中川　令子 野球 成瀬　善久

技術開発 菊地歯車㈱ 童画 荒井　美代子 陸上 赤羽　有紀子

H20.1.30 重量挙げ 須田　俊幸

(12名） 陸上 菊池　昌寿

水泳 森   　洋介

ボクシング 仲江川　順規

ハンマー 弓田　倫也

カヌー 小山南高校

第１８回 技術開発 クックベッセル㈱ フルート 大越　絵梨花 バスケットボール リンク栃木ブレックス

技術開発 ㈱鈴木製作所 クラシックバレエ 大宮　瑛 陸上 本塩　遼

H21.1.28 洋画 福田　あさ子 空手道 吉田　美明

（9名） 女子野球 髙島　知美

第１９回 ハイ・サービス ㈱開倫塾 絵画 岸野　香 空手道 小松　恵美

技術開発 マニー㈱ 随筆 木村　恭子 卓球 平野　早矢香

H22.1.28 エッセイ 宇都宮北高校 ボクシング 吉野　修一郎

（9名） 柔道 蓬田　智佳

第２０回 IWC2010 ㈱井上清吉商店 竹工芸 磯飛　節子 やり投げ 海老原　有希

料理マスターズ 音羽　和紀 詩集出版 柴田　トヨ 自転車 坂本　将太郎

H23.1.26 吉川英治文化賞 故・川田　昇 国際副審 相樂　亨

(11名） ハイ・サービス 板室温泉大黒屋 馬術 高橋　優美

日本山岳隊 日下田　實

第２１回 中小企業長官賞 ㈱パン・アキモト デザイン 関山　美穂 アーチェリー 大塚　忠胤

経済産業大臣功労賞 本場結城紬織物協同組合 写真 栃木工業高校 読売巨人軍投手 澤村　拓一

H24.1.25 知財功労賞 村田発條㈱ 漫画 栃木女子高校 水泳 萩野　公介

(10名） 馬術 広田　思乃
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回次
表彰日

受賞者数 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名

産業経済部門 芸術文化・教育社会貢献部門 スポーツ部門

第２２回 日本医学シャーナリスト協会賞大賞 ㈱下野新聞社 書道 上野　柳麗 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸサッカー 安藤　梢

ソムリエ 谷　宣英 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競泳 萩野　公介

H25.1.24 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ卓球 平野　早矢香

(13名) ｲﾝﾀｰﾊｲ柔道 横山　尭世

国体幅跳び 五十嵐　一斗

高校選抜ボクシング南野　瑛文

国体ボクシング 森　祐太郎

国体エアライフル 小林　郁弥

国体レスリング 齋川　哲克

自転車ロード 宇都宮ブリッツェン

第２３回
全国高等専門学校
 ロボットコンテスト 小山工業高等専門学校 中国料理 古山　智 クライミング 安間　佐千

低炭素杯 栃木農業高等学校 水泳飛び込み 榎本　遼香

H26.1.20 やり投げ 海老原　有希

(15名) 水泳 岸　愛弓

ライフル射撃 小林　郁弥

レスリング 齋川　哲克

水泳 清水　咲子

ボクシング 高倉　久生　

柔道 髙藤　直寿

走り高跳び 中島　大輔

バスケットボール 白鷗大学

弓道 栃木県選抜

第２４回 ゆるきゃらグランプリ さのまる
ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌ･ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ･ｵﾌﾞ･
ｻﾞ･ｲﾔｰ 福田　俊司 太極拳 薄井　花音

やり投げ 海老原　有希

H27.1.21 ライフル射撃 折原　梨花

(14名) 水泳 岸　愛弓

水泳 岸本　梨沙

レスリング 齋川　哲克

水泳 清水　咲子

山岳・ボルダリング 楢﨑　智亜・明智

熱気球 藤田　雄大

弓道少年男子 栃木県選抜

弓道少年女子 栃木県選抜

アイスホッケー 日光アイスバックス

第２５回 米国「2015エジソン賞」金賞 ㈱ナカニシ 「シュヴァリエ」受賞 いわむらかずお 飛び込み 榎本　遼香

「省エネ大賞」経済産業大臣賞 足利赤十字病院 「院展」内閣総理大臣賞 宮北　千織 やり投げ 海老原　有希

H28.1.18 「日本留学アワーズ」大賞 足利工業大学 水泳 岸　愛弓

(15組) （現足利大学） 卓球 平野　早矢香

馬術 増山　誠倫

ヤクルト球団監督 真中　満

重量挙げ 山根　大地

競泳女子メドレーリレー 栃木県選抜

軟式野球 作新学院高校

ホッケー少年男子 栃木県代表チーム
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回次
表彰日

受賞者数 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名

産業経済部門 芸術文化・教育社会貢献部門 スポーツ部門

第２６回
グッドカンパニー大賞
優秀企業賞 ㈱カナメ

2015年マスター・オブ・ワイ
ン合格 大橋　健一 高飛び込み 榎本　遼香

「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞
審査委員会特別賞 ㈲真京精機

全国高校囲碁選抜大会
女子団体戦 優勝 栃木女子高等学校 柔道 海老沼　匡

H29.1.16
農林水産祭畜産部門
天皇杯受賞 ㈲星種豚場 ボクシング 黒柳　禅

(15組) 車いすテニス 眞田　卓

水泳 清水　咲子

柔道 高藤　直寿

ボルダリング 楢﨑　智亜

重量挙げ 山根　大地

硬式野球 作新学院高校

バスケットボール
白鷗大学
女子バスケットボール部

第２７回
第14回オーライ！ニッポン大賞
グランプリ トチギ環境未来基地

第29回地域美化活動コン
クール　農林水産大臣賞 太平山南山麓友の会 高飛び込み 榎本　遼香

2016年度水産学技術賞 ㈱夢創造 クレー射撃 折原　研二

H30.1.15 ライフル射撃 小林　郁弥

(12組) ボクシング 高倉　久生　

レスリング 田代　英才

クライミング 楢﨑　明智

馬術 廣田　龍馬

プロバスケットボール 栃木ブレックス

ソフトボール ホンダエンジニアリング

第２８回
第6回イルミネーションアワード
3年連続1位 ㈱足利フラワーリゾート

第47回伝統工芸日本金工
展　文部科学大臣賞 江田  蕙 高飛び込み 榎本　遼香

2017年度グッドカンパニー大賞
優秀企業賞 あづま食品㈱

ルレ・エ・シャトー  「シェフト
ロフィー2019」 受賞 音羽　和紀 スラックライン 岡田　亜佑美 

H31.1.22
2018年度グッドカンパニー大賞
優秀企業賞 村田発條㈱ 第158回直木賞 　 門井　慶喜 スラックライン 須藤　美青

(16組)
第1回日本医療研究開発大賞
厚生労働大臣賞　他 キヤノンメディカルシステムズ㈱

第43回・第44回日本盆栽作
風展 内閣総理大臣賞 藤川　政幸 スポーツクライミング 楢﨑　智亜

第3回ジェラートマエストロコンテスト
優勝　他 ㈱升智

子供と家族・若者応援団表
彰　内閣総理大臣賞

認定ＮＰＯ法人
青少年の自立を支える会 スポーツクライミング 楢﨑　明智

スカイランニング 星野　由香理 

第２９回
「大嘗祭」に使用する米を収穫する
「悠紀田」の大田主 石塚　毅男

第28回全国高等学校漫画
選手権大会　最優秀賞 宇都宮文星女子高 スキー 君島　王羅

蚕糸絹業提携確立技術・経営コン
クール　農林水産大臣賞 佐々木一郎・啓子

日本更生保護協会
瀬戸山賞 青木　勲 相撲 三田　大生

R2.1.20
全国林業経営推奨行事
農林水産大臣賞　他 須藤　義朗

日本河川協会主催
河川功労者表彰

NPO法人
足尾に緑を育てる会 女子硬式野球 作新学院高

(１3組)
農林水産省優良外食産業表彰
農林水産大臣賞 元気寿司㈱ 野球 栃木ゴールデンブレーブス

アイスホッケー Ｈ.Ｃ.栃木日光アイスバックス

スポーツクライミング 楢﨑　智亜【特別賞】

第３０回
「World Cheese Awards2019」
ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾙ ㈱チーズ工房那須の森

第1回国際モスクワ音楽オ
ンラインコンクール第1位 吉原　麻実 スピードスケート 川目　拓磨

蚕糸絹業提携確立技術・経営コン
クール 農林水産省生産局長賞 福田芳男・佳世子

「地域発デジタルコンテン
ツ」総務大臣奨励賞 壬生高等学校 車いすテニス 大谷　桃子

R3.3.19
「緑化推進運動功労者」内
閣総理大臣表彰

夢咲人
代表　石崎　修

(9組)
「家庭教育支援チーム」の
文部科学大臣表彰 さくら市家庭教育支援チーム

「第14回全国高校生英語
ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ大会」　優勝 宇都宮高等学校

第３１回
蚕糸絹業提携確立技術・経営コン
クール 農林水産大臣賞　他 五十畑茂・啓子

第36回国際生物学賞

篠崎　一雄 柔道 髙藤　直寿
2021年度全国発明表彰
恩賜発明賞

キヤノンメディカルシステムズ㈱
宮崎博明・荒舘　博（元東芝）

内閣府「子供と家族･若年応
援団表彰」内閣総理大臣賞

一般社団法人
栃木県若年者支援機構 車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 髙柗　義伸

R4.3.25
第41回新聞広告賞（新聞社企画・
マーケティング部門） ㈱下野新聞社

国際言語学オリンピック個人戦最
優秀解答賞と総合成績銀賞 小川　理緒 車いすテニス 大谷　桃子

(１9組)
第4回国際モスクワ音楽オ
ンライン・コンクール第1位 川口　真由 柔道 朝比奈　沙羅
第30回全国高等学校漫画
選手権大会　最優秀賞 宇都宮文星女子高 弓道

足利大学附属高等学校弓道部
及び　主将　藤本　友香

第90回日本音楽コンクール
作曲部門1位 福丸　光詩 野球 全足利クラブ
第45回川端康成文学賞

千葉　雅也 ソフトボール Hondaソフトボール部
トランスミッション賞
現代の名工　料理ﾏスﾀｰｽﾞ 音羽　和紀 軟式野球 白鷗大学軟式野球部
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回次
表彰日

受賞者数 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名 部　別 団体・氏名

産業経済部門 芸術文化・教育社会貢献部門 スポーツ部門

第３２回

IWC「インターナショナルワインチャ
レンジ」2022　SAKE部門
最高賞「チャンピオン・サケ」

株式会社井上清吉商店
代表取締役　井上　裕史

第2回「全日本学生国際ソロ
コンクール」管打楽器部門
（ホルン）　グランプリ 今石　素介 水泳 水沼　尚輝
第25回「全国竹芸展」最優
秀賞 吉澤　克己 ホッケー LIEBE栃木

R5.2.8

アイデア対決・全国高等専門学校
ロボットコンテスト2大会連続優
勝・ロボコン大賞

小山工業高等専
門学校　ロボコ
ンプロジェクト 柔道 太田　彪雅

(１4組)

「小倉百人一首競技かるた
第44回全国高等学校選手
権大会」　（かるた甲子園）
個人戦A級の部優勝

小川理緒 重量挙げ 塚田　直人
令和4年度「ふれあいの森
林づくり表彰」国土緑化推
進機構会長賞（最高賞） 神鋼真岡旧友会 バスケットボール 宇都宮ブレックス

体操 谷田　雅治

卓球（障害） 薄井　えりか

水泳（障害） 大島　茄巳琉
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