
（敬称略）

受賞者名 所属単位団名 市町村名 受賞者名 所属単位団名 市町村名

１ 深町　艶子 行田長野ミニバススポーツ少年団 行田市 ４１ 西尾　和義 滑川野球スポーツ少年団 滑川町

２ 瀬田　悦男 水深ワールドナインスポーツ少年団 加須市 ４１ 山﨑　正之 都幾川アストロズスポーツ少年団 ときがわ町

３ 坂井　　直 北川辺フラッシュスポーツ少年団 加須市 ４２ 富岡　義行 大宮別所サッカースポーツ少年団 さいたま市

４ 前原　弘昭 豊春ジャガーズスポーツ少年団 春日部市 ４３ 鈴木　雅義 大宮東フットボールジュニアクラブスポーツ少年団 さいたま市

５ 遁所　孝之 レッドイーグルススポーツ少年団 春日部市 ４４ 大塚　孝之 大宮東フットボールジュニアクラブスポーツ少年団 さいたま市

６ 新井　俊行 幸松ミニバスケットボールスポーツ少年団 春日部市 ４５ 山田　章一 針ヶ谷ミニバスケットボール少年団 さいたま市

７ 元島　朋彦 上沖サッカークラブ 春日部市 ４６ 冨田　俊一 七里ジュニアミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 さいたま市

８ 西松　清志 荻島バスケットスポーツ少年団 越谷市 ４７ 横瀬　秀行 上町ファイターズスポーツ少年団 さいたま市

９ 佐々木典子 越谷増林ＪＶＣスポーツ少年団 越谷市 ４８ 中里　　勉 城南ライガーススポーツ少年団 さいたま市

１０ 小杉　公庸 青葉メジャースポーツ少年団 久喜市 ４９ 高野　正美 本太ビクターズスポーツ少年団 さいたま市

１１ 蓮沼　一成 鷲宮クラブスポーツ少年団 久喜市 ５０ 安田　　勝 浦和ジャイアンツ さいたま市

１２ 高橋　　宥 青毛ウイングススポーツ少年団 久喜市 ５１ 金井　栄一 浦和エンゼルススポーツ少年団 さいたま市

１３ 宮田　　誠 三郷少年柔道クラブスポーツ少年団 三郷市 ５２ 根上　義雄 中尾ライガーススポーツ少年団 さいたま市

１４ 有田　敏雄 三郷エンジェルススポーツ少年団 三郷市 ５３ 鎌田　　護 上木崎ソフトボールスポーツ少年団 さいたま市

１５ 猪俣　英雄 蓮田ライオンズスポーツ少年団 蓮田市 ５４ 鳴神　英雄 川口グッドボーイズスポーツ少年団 川口市

１６ 髙田　泰広 さくらサッカースポーツ少年団 幸手市 ５５ 土屋　芳晴 西川口タイガーズスポーツ少年団 川口市

１７ 小原　　薫 ＦＣブラックジャガーススポーツ少年団 吉川市 ５６ 遠山　政明 川口イーグルススポーツ少年団 川口市

１８ 尾嶋　一雄 白岡総合第一スポーツ少年団 白岡市 ５７ 賀嶋　英俊 戸塚フットボールクラブジュニアスポーツ少年団 川口市

１９ 大宮　勝雄 西少女ソフトクラブスポーツ少年団 白岡市 ５８ 小山　高広 川口じりんＭＢＣ女子スポーツ少年団 川口市

２０ 奥家　幸雄 百間エンジョイスポーツ少年団 宮代町 ５９ 小原　清人 戸塚フットボールクラブジュニアスポーツ少年団 川口市

２１ 新井　英夫 杉戸西ドラゴンズスポーツ少年団 杉戸町 ６０ 栗谷　　潔 鳩ケ谷マルガリータ 川口市

２２ 須藤　康之 若松キッカーズスポーツ少年団 所沢市 ６１ 坂井　郁美 八北バスケットボールクラブスポーツ少年団 草加市

２３ 加藤　依男 若松キッカーズスポーツ少年団 所沢市 ６２ 仙海　真司 氷川バスケットボールスポーツ少年団 草加市

２４ 加藤　孝一 所沢安松シャークススポーツ少年団 所沢市 ６３ 増本　　剛 稲荷シャークススポーツ少年団 草加市

２５ 山口　裕之 所沢市合気道スポーツ少年団 所沢市 ６４ 吉儀　政浩 新座スカイファイターズスポーツ少年団 新座市

２６ 桑村　　繁 狭山水富ＦＣスポーツ少年団 狭山市 ６５ 木村　　宏 北本東小少女ソフトボールクラブスポーツ少年団 北本市

２７ 高橋　　真 柏原アローズスポーツ少年団 狭山市 ６６ 山内　靖範 北本リトルウィッチーズスポーツ少年団 北本市

２８ 桶　　幸広 ふじみ野ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 ふじみ野市 ６７ 桑畑　邦男 高篠サッカースポーツ少年団 秩父市

２９ 森田　真弥 坂戸ロケッツミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 坂戸市 ６８ 日野原　進 小鹿野剣友会スポーツ少年団 小鹿野町

３０ 伊藤　志誠 FC鶴ヶ島スポーツ少年団 鶴ヶ島市 ６９ 大沼　久実 皆野ソフトテニススポーツ少年団 皆野町

３１ 山崎　　武 鶴二少年野球クラブスポーツ少年団 鶴ヶ島市 ７０ 畠山　良一 本庄スラッガーズスポーツ少年団 本庄市

３２ 若林　　清 高萩北スポーツ少年団 日高市 ７１ 高柳　　勉 本庄スラッガーズスポーツ少年団 本庄市

３３ 吉澤　光春 毛呂山剣友会スポーツ少年団 毛呂山町 ７２ 関根　　昭 上里町柔道スポーツ少年団 上里町

３４ 日向野　勝 越生エンドレスミニバスケットボールスポーツ少年団 越生町 ７３ 風間　芳男 熊谷サクラメイツミニバスケットボールスポーツ少年団 熊谷市

３５ 石田　一夫 唐子マーメイド女子ソフトボールスポーツ少年団 東松山市 ７４ 古田紀代志 桜ヶ丘サッカースポーツ少年団 深谷市

３６ 岡﨑　國男 唐子剣道スポーツ少年団 東松山市 ７５ 宮崎　恒男 深谷上柴東サッカースポーツ少年団 深谷市

３７ 川崎八州志 みどりが丘ＦＣスポーツ少年団 小川町 ７６ 福嶋　幸志 明道館寄居警察署少年柔道教室スポーツ少年団 寄居町

３８ 根岸　正浩 嵐山ガッツジュニアスポーツ少年団 嵐山町

３９ 片岡　孔一 三保谷スポーツ少年団 川島町

４０ 小林　一彦 鳩山野球スポーツ少年団 鳩山町
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