
令和3年度 市表彰受賞者一覧

豊田市表彰（１５８人・１４団体） (順不同・敬称略）

番号 代表受領 個人/団体 功績区分 氏名 ふりがな 功績内容

1 個人 地方自治 小林　章雄 こばやし　あきお 開発審査会委員

2 個人 地方自治 佐藤　茂憲 さとう　しげのり 豊田市社会福祉審議会委員

3 個人 地方自治 浅見　佳孝 あさみ　よしたか 消防団員

4 個人 地方自治 安藤　彰洋 あんどう　あきひろ 消防団員

5 個人 地方自治 安藤　司 あんどう　つかさ 消防団員

6 個人 地方自治 安藤　義浩 あんどう　よしひろ 消防団員

7 個人 地方自治 石川　哲司 いしかわ　さとし 消防団員

8 個人 地方自治 市川　大次郎 いちかわ　だいじろう 消防団員

9 個人 地方自治 稲垣　将太 いながき　しょうた 消防団員

10 個人 地方自治 犬飼　喜久 いぬかい　よしひさ 消防団員

11 個人 地方自治 今泉　仁志 いまいずみ　ひとし 消防団員

12 個人 地方自治 岩月　克文 いわつき　かつふみ 消防団員

13 個人 地方自治 岩月　喜一郎 いわつき　きいちろう 消防団員

14 個人 地方自治 小木曽　義昭 おぎそ　よしあき 消防団員

15 個人 地方自治 加藤　雅洋 かとう　まさひろ 消防団員

16 個人 地方自治 加藤　泰幸 かとう　やすゆき 消防団員

17 個人 地方自治 加藤　啓徳 かとう　よしのり 消防団員

18 個人 地方自治 河合　翔一郎 かわい　しょういちろう 消防団員

19 個人 地方自治 倉知　通 くらち　とおる 消防団員

20 個人 地方自治 近藤　慎吾 こんどう　しんご 消防団員

21 個人 地方自治 近藤　公司 こんどう　まさし 消防団員

22 個人 地方自治 近藤　守則 こんどう　もりのり 消防団員

23 個人 地方自治 酒井　淳一 さかい　じゅんいち 消防団員

24 個人 地方自治 佐藤　雅哉 さとう　まさや 消防団員

25 個人 地方自治 佐野　弘明 さの　ひろあき 消防団員



番号 代表受領 個人/団体 功績区分 氏名 ふりがな 功績内容

26 個人 地方自治 清水　雅司 しみず　まさし 消防団員

27 個人 地方自治 杉本　孝広 すぎもと　たかひろ 消防団員

28 個人 地方自治 杉山　滋久 すぎやま　しげひさ 消防団員

29 個人 地方自治 鈴木　崇義 すずき　たかよし 消防団員

30 個人 地方自治 鈴木　智晴 すずき　ともはる 消防団員

31 個人 地方自治 鈴木　智也 すずき　ともや 消防団員

32 個人 地方自治 鈴木　龍治 すずき　りゅうじ 消防団員

33 個人 地方自治 竹内　義典 たけうち　よしのり 消防団員

34 個人 地方自治 田嶋　宗紀 たじま　むねのり 消防団員

35 個人 地方自治 田嶋　講雄 たじま　よしお 消防団員

36 個人 地方自治 鶴田　隆志 つるた　たかし 消防団員

37 個人 地方自治 内藤　義貴 ないとう　よしたか 消防団員

38 個人 地方自治 永井　和樹 ながい　かずき 消防団員

39 個人 地方自治 永﨑　善和 ながさき　よしかず 消防団員

40 個人 地方自治 中澤　孝彦 なかざわ　たかひこ 消防団員

41 個人 地方自治 中谷　信介 なかたに　しんすけ 消防団員

42 個人 地方自治 橋原　徹 はしはら　とおる 消防団員

43 個人 地方自治 服部　憲一 はっとり　けんいち 消防団員

44 個人 地方自治 廣瀨　友門 ひろせ　ゆうと 消防団員

45 個人 地方自治 深見　健太 ふかみ　けんた 消防団員

46 個人 地方自治 松井　孝文 まつい　たかふみ 消防団員

47 個人 地方自治 松井　勉 まつい　つとむ 消防団員

48 個人 地方自治 三木　健太郎 みき　けんたろう 消防団員

49 個人 地方自治 水越　邦仁 みずこし　くにひと 消防団員

50 個人 地方自治 三宅　聡人 みやけ　あきと 消防団員

51 個人 地方自治 三宅　健介 みやけ　けんすけ 消防団員

52 個人 地方自治 横幕　康明 よこまく　やすあき 消防団員



番号 代表受領 個人/団体 功績区分 氏名 ふりがな 功績内容

53 個人 地方自治 横山　博之 よこやま　ひろゆき 消防団員

54 個人 地方自治 和佐田　毅 わさだ　つよし 消防団員

55 個人 地方自治 宇野　健一郎 うの　けんいちろう 消防団員

56 個人 地方自治 奥秋　直希 おくあき　なおき 消防団員

57 個人 地方自治 栗山　幸雄 くりやま　ゆきお 消防団員

58 個人 地方自治 西川　和男 にしかわ　かずお 消防団員

59 個人 地方自治 三浦　丈二 みうら　じょうじ 消防団員

60 〇 個人 地方自治 中根　計二 なかね　けいじ 自治区長

61 個人 教育 神谷　裕文 かみや　ひろふみ 園医

62 個人 教育 浅井　敏郎 あさい　としろう 学校医

63 個人 教育 久保田　博也 くぼた　ひろや 学校医

64 個人 教育 福島　明彦 ふくしま　あきひこ 学校医

65 個人 教育 堀　武 ほり　たけし 学校医

66 個人 教育 近藤　栄治 こんどう　えいじ 学校医・園医

67 個人 教育 深見　洋巳 ふかみ　ひろき 学校眼科医

68 個人 教育 岡田　英昭 おかだ　ひであき 学校歯科医

69 個人 教育 竹下　博喜 たけした　ひろき 学校歯科医

70 個人 教育 甲村　孝秀 こうむら　たかひで 学校耳鼻科医

71 個人 教育 内藤　光宣 ないとう　みつのぶ 学校薬剤師・園薬剤師

72 個人 教育 加藤　愛実 かとう　あみ 第５２回市村アイデア賞　文部科学大臣賞　受賞

73 〇 個人 教育 福田　凌大 ふくだ　りょうた 第72回日本学校農業クラブ全国大会　造園部門　最優秀賞　受賞

74 団体 教育 豊田市立滝脇小学校 とよたしりつたきわきしょうがっこう 第５５回全国野生生物保護活動発表大会　環境大臣賞　受賞

75 個人 体育・スポーツ 鈴木　都夫 すずき　としお 豊田市体育指導委員・豊田市スポーツ推進委員

76 個人 体育・スポーツ 千原　誠治 ちはら　せいじ 豊田市体育指導委員・豊田市スポーツ推進委員

77 個人 体育・スポーツ 渥美　万奈 あつみ　まな
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　ソフトボール　金メ

ダル

78 個人 体育・スポーツ 後藤　希友 ごとう　みう
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　ソフトボール　金メ

ダル

79 個人 体育・スポーツ 峰　幸代 みね　ゆきよ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　ソフトボール　金メ

ダル



番号 代表受領 個人/団体 功績区分 氏名 ふりがな 功績内容

80 〇 個人 体育・スポーツ 山崎　早紀 やまざき　さき
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　ソフトボール　金メ

ダル

81 個人 体育・スポーツ 長岡　萌映子 ながおか　もえこ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　バスケットボール女

子　銀メダル

82 個人 体育・スポーツ 馬瓜　エブリン まうり　えぶりん
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　バスケットボール女

子　銀メダル

83 個人 体育・スポーツ 三好　南穂 みよし　なほ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　バスケットボール女

子　銀メダル

84 個人 体育・スポーツ 武藤　弘樹 むとう　ひろき
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　アーチェリー　男子

団体　銅メダル

85 個人 体育・スポーツ 馬瓜　ステファニー まうり　すてふぁにー
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　３×３バスケット

ボール女子　出場

86 個人 体育・スポーツ 山本　麻衣 やまもと　まい
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　３×３バスケット

ボール女子　出場

87 個人 体育・スポーツ 川本　武史 かわもと　たけし
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　競泳　男子１００m

バタフライ　出場

88 個人 体育・スポーツ 小西　杏奈 こにし　あんな
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）競泳　女子１００ｍ背

泳ぎ　出場

89 個人 体育・スポーツ 難波　暉 なんば　あきら
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）競泳　男子４×１００

ｍリレー　出場

90 個人 体育・スポーツ 羽根田　卓也 はねだ　たくや
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　スラローム男子カナ

ディアシングル　出場

91 個人 体育・スポーツ 石島　雄介 いしじま　ゆうすけ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　ビーチバレーボール

男子　出場

92 個人 体育・スポーツ 白鳥　勝浩 しらとり　かつひろ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　ビーチバレーボール

男子　出場

93 個人 体育・スポーツ 山本　聖途 やまもと　せいと
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　陸上　男子棒高跳び

出場

94 個人 体育・スポーツ アルーアダウィ　イサ あるーあだうぃ　いさ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）競泳　男子１００ｍ自

由形　出場

95 個人 体育・スポーツ 山中　美緒 やまなか　みお
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　７人制ラグビー女子

出場

96 個人 体育・スポーツ 彦坂　匡克 ひこさか　まさかつ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　７人制ラグビー男子

出場

97 個人 体育・スポーツ 杉本　早裕吏 すぎもと　さゆり 第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　新体操　団体　入賞

98 個人 体育・スポーツ 竹中　七海 たけなか　ななみ 第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　新体操　団体　入賞

99 個人 体育・スポーツ 相馬　勇紀 そうま　ゆうき 第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　サッカー男子　入賞

100 個人 体育・スポーツ 山田　二千華 やまだ　にちか
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　バレーボール女子

出場

101 個人 体育・スポーツ 大石　綾美 おおいし　あやみ
第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）　ボート　女子軽量級

ダブルスカル　出場

102 個人 体育・スポーツ 鈴木　朋樹 すずき　ともき
第１６回パラリンピック競技大会（2020/東京）　陸上　４×１００

mユニバーサルリレー　銅メダル、男子マラソン（車いすT54)　入賞

103 個人 体育・スポーツ 三木　拓也 みき　たくや
第１６回パラリンピック競技大会（2020/東京）　車いすテニス　男

子シングルス　出場　、男子ダブルス　出場

104 個人 体育・スポーツ 半谷　静香 はんがい　しずか
第１６回パラリンピック競技大会（2020/東京）　柔道　女子４８㎏

級（視覚障害）　入賞

105 個人 体育・スポーツ 村岡　桃佳 むらおか　ももか
第１６回パラリンピック競技大会（2020/東京）　陸上　女子１００

ｍ（車いすＴ５４）　入賞



番号 代表受領 個人/団体 功績区分 氏名 ふりがな 功績内容

106 個人 体育・スポーツ 髙尾　知那 たかお　ともな
IFSCクライミングワールドカップ（L,S)ヴィラール2021　女子リー

ド　出場

107 個人 体育・スポーツ 粥川　愛莉 かいがわ　あいり
IMG  ACADEMY JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS　6歳以下女子

の部　準優勝

108 個人 体育・スポーツ 林　伊吹 はやし　いぶき
第７６回国民体育大会冬季大会　ショートトラック　男子5000ｍリ

レー　優勝

109 個人 体育・スポーツ 桜井　敦貴 さくらい　あつき 第７２回全日本弓道大会　有段者の部　優勝

110 個人 体育・スポーツ 柴田　幸次郎 しばた　こうじろう
令和3年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会兼第66回全国高等

学校弓道大会　男子個人　優勝

111 個人 体育・スポーツ 作田　勇志 さくだ　たけゆき
第１８回全国中学生弓道大会JOCジュニアオリンピックカップ（通信

大会）　個人の部　優勝

112 個人 体育・スポーツ 井原　崚汰 いはら　りょうた
令和３年度全国高等学校総合体育大会　カヌー競技

男子C-1（カナディアンシングル）500m　優勝、200m優勝

113 個人 体育・スポーツ 小池　沙弥 こいけ　さや 第５６回全国高等専門学校体育大会柔道競技　女子５２kg級　優勝

114 個人 体育・スポーツ 森　千莉 もり　せんり 第52回U16陸上競技大会　U16女子1000m　優勝

115 個人 体育・スポーツ 相馬　あい そうま　あい
第６３回日本選手権（２５ｍ）水泳競技大会　水泳　女子50ｍバタフ

ライ　優勝、女子100メートルバタフライ優勝

116 個人 体育・スポーツ 神野　ゆめ じんの　ゆめ
第９７回日本学生選手権水泳競技大会　水泳　女子100ｍ自由形　優

勝

117 個人 体育・スポーツ 吉永　一貴 よしなが　かずき

第２４回冬季オリンピック競技大会（2022/北京）　ショートトラッ

ク　  男子1000ｍ、男子1500ｍ、混合リレー　出場

男子5000ｍリレー　入賞

ワールドカップ杯北京大会　男子1000ｍ　入賞

118 個人 体育・スポーツ 堀島　行真 ほりしま　いくま
第２４回冬季オリンピック競技大会（2022/北京）　フリースタイル

スキー　男子モーグル　 銅メダル

119 個人 体育・スポーツ 宇野　昌磨 うの　しょうま
第２４回冬季オリンピック競技大会（2022/北京）　フィギュアス

ケート　男子シングル　銅メダル、団体　銅メダル（暫定）

120 個人 体育・スポーツ 三浦　璃来 みうら　りく

第２４回冬季オリンピック競技大会（2022/北京）　フィギュアス

ケート　ペア　入賞、団体　銅メダル（暫定）

GPアメリカ大会　フィギュアスケート　ペア　２位

121 団体 体育・スポーツ 豊田工業高等専門学校　弓道部 とよたこうぎょうこうとうせんもんがっこう　きゅうどうぶ 第８回全国高等専門学校弓道大会　近的競技　男子団体戦　優勝

122 〇 個人 文化 武山　直樹 たけやま　なおき 芸術文化振興　令和３年度豊田芸術選奨受賞

123 個人 文化 小出　恵子 こいで　けいこ 芸術文化振興　令和３年度豊田文化功労賞受賞

124 個人 文化 近藤　延子 こんどう　のぶこ 芸術文化振興　令和３年度豊田文化功労賞受賞

125 団体 文化 豊田楽友協会吹奏楽団 とよたがくゆうきょうかいすいそうがくだん 芸術文化振興　令和３年度豊田文化功労賞受賞

126 個人 産業 本多　勝幸 ほんだ　かつゆき 一番街商店街振興組合役員

127 〇 個人 産業 古井　和雄 ふるい　かずお 卓越した技能者表彰（現代の名工）受賞

128 個人 産業 市橋　勝 いちはし　まさる 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

129 個人 産業 伊藤　公人 いとう　きみと 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

130 個人 産業 蒲田　英治 かまだ　えいじ 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞



番号 代表受領 個人/団体 功績区分 氏名 ふりがな 功績内容

131 個人 産業 古根川　淳志 こねがわ　あつし 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

132 個人 産業 高橋　幸也 たかはし　ゆきや 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

133 個人 産業 谷山　賢一郎 たにやま　けんいちろう 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

134 個人 産業 中島　信幸 なかしま　のぶゆき 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

135 個人 産業 中嶌　祥浩 なかじま　よしひろ 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

136 個人 産業 中山　貴司 なかやま　たかし 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

137 個人 産業 藤井　治 ふじい　おさむ 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

138 個人 産業 藤岡　宏治 ふじおか　こうじ 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

139 個人 産業 三浦　純一 みうら　じゅんいち 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

140 個人 産業 和田　栄二 わだ　えいじ 愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）受賞

141 個人 産業 太田　秀男 おおた　ひでお 認定職業訓練功労者に対する知事表彰受賞

142 個人 産業 加藤　昇 かとう　のぼる 認定職業訓練功労者に対する知事表彰受賞

143 個人 産業 伊藤　健一 いとう　けんいち 長年にわたり市内労働者の福祉増進に貢献

144 個人 産業 大山　舜矢 おおやま　しゅんや 第5９回技能五輪全国大会　ITネットワーク管理職種　金賞

145 個人 産業 木下　侑飛 きのした　ゆうひ 第5９回技能五輪全国大会　機械製図職種　金賞

146 個人 産業 弓削　真暉 ゆげ　まさき 第5９回技能五輪全国大会　試作モデル製作職種　金賞

147 個人 産業 宇野　快人 うの　かいと 第5９回技能五輪全国大会　車体塗装職種　金賞

148 個人 産業 小野田　勝之 おのだ　かつゆき
第4１回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）　データベース

金賞

149 個人 地方民生 尾形　かをる おがた　かおる 保護司

150 個人 地方民生 糟谷　日登美 かすや　ひとみ 保護司

151 〇 個人 地方民生 鈴木　宜志 すずき　たかし 保護司

152 個人 地方民生 永井　美保 ながい　みほ 保護司

153 個人 地方民生 成田　春二 なりた　しゅんじ 保護司

154 個人 地方民生 杉山　武喜 すぎやま　たけよし 保護司

155 個人 地方民生 三宅　眞 みやけ　まこと 保護司

156 個人 地方民生 山田　眞由美 やまだ　まゆみ 保護司

157 個人 保健衛生 三浦　靖雄 みうら　やすお 食品衛生指導員、愛知県食品衛生協会豊田支部理事



番号 代表受領 個人/団体 功績区分 氏名 ふりがな 功績内容

158 〇 団体 篤行 NGOインターナショナル・ボランティアグループえぬじーおーいんたーなしょなるぼらんてぃあぐるーぷ
長年にわたる国際貢献と市内小中学校の子どもたちへの国際理解教育

活動を実施

159 団体 篤行 おはなしひばり おはなしひばり 長年にわたり子どもと本をつなぐ活動に尽力

160 団体 篤行 ＪＡあいち豊田助け合いの会　ふれあいの輪 じぇいえいあいちとよたたすけあいのかいふれあいのわ
長年にわたり病院でのボランティアや居場所づくりに取り組み、安心

して暮らせるまちづくりに尽力

161 団体 篤行 豊田ルネッサンスライオンズクラブ とよたるねっさんすらいおんずくらぶ 長年にわたり青少年育成等の地域貢献活動に尽力

162 〇 個人 寄附 石垣　尚男 いしがき　ひさお 健康器具の寄附

163 個人 寄附 神谷　東洋治 かみや　とよじ こども園に次亜塩素酸水生成器を設置するための寄附

164 個人 寄附 黒田　洪二 くろだ　こうじ 子ども基金のための寄附

165 団体 寄附 あいち豊田農業協同組合 あいちとよたのうぎょうきょうどうくみあい 学童用傘の寄附

166 団体 寄附 一般財団法人　善都子ども財団 いっぱんざいだんほうじん　ぜんとこどもざいだん 子ども基金のための寄附

167 団体 寄附 株式会社　東工建設 かぶしきかいしゃとうこうけんせつ 新型コロナウイルス最前線応援寄附金等への寄附

168 団体 寄附 タイコ エレクトロニクスジャパン 合同会社　 たいこえれくとろにくすじゃぱんごうどうがいしゃ 豊田特別支援学校への寄附

169 団体 寄附 豊田中ロータリークラブ とよたなかろーたりーくらぶ マスク、モミジ苗木等の寄附

170 団体 寄附 日本発条労働組合豊田支部 にほんはつじょうろうどうくみあいとよたしぶ 社会福祉のための寄附

171 個人 その他 （故）原田　鈔治 はらだ　しょうじ 農業委員、農地利用最適化推進委員

172 〇 団体 その他 トヨタヴェルブリッツ とよたゔぇるぶりっつ 「WE LOVE とよた」に資する活動及び地域貢献活動


