
№ 市町村 候補者名 № 市町村 候補者名

1 さいたま市 小高　　茂 56 嵐山町 中西　敏雄

2 さいたま市 木村　雄二 57 川島町 川島　和春

3 さいたま市 冨永　正秋 58 吉見町 橋本　富夫

4 さいたま市 船戸　宏一 59 鳩山町 小林　邦彦

5 さいたま市 原　　正史 60 秩父市 山越　史夫

6 さいたま市 永島　伸一 61 長瀞町 前沢　克之

7 さいたま市 勝谷　健志 62 横瀬町 小石川　満

8 さいたま市 深井　　貢 63 本庄市 根岸　義守

9 さいたま市 阿部　玲子 64 本庄市 岡崎　和美

10 さいたま市 佐藤　和男 65 上里町 横村　久夫

11 さいたま市 渡辺　　孝 66 美里町 田島　　勇

12 さいたま市 池田　郁雄 67 熊谷市 小久保和夫

13 さいたま市 天内　正昭 68 熊谷市 塚田　光晴

14 川口市 永井　紀一 69 深谷市 菊地　圭子

15 川口市 鈴木　盛人 70 深谷市 藤本　龍司

16 川口市 本橋　義夫 71 寄居町 浅野　　毅

17 川口市 坂田　広志 72 行田市 木元　秀典

18 川口市 増田　守男 73 加須市 耳道　幸博

19 川口市 菅　　勝行 74 加須市 青山　　恵

20 川口市 永瀬　孝之 75 加須市 野中　純一

21 草加市 吉澤　良哲 76 羽生市 平井　操夫

22 草加市 北川　正人 77 羽生市 桑原　　榮

23 草加市 増田　克美 78 越谷市 井田　健二

24 蕨市 田原　信行 79 越谷市 亀坂　　徹

25 戸田市 中井　弘志 80 久喜市 濱田　　守

26 戸田市 牧　　英子 81 久喜市 吉羽　義孝

27 朝霞市 丸山　勝美 82 久喜市 栗田日出美

28 志木市 大鐘　　隆 83 三郷市 福田　　亮

29 新座市 水村　浩則 84 三郷市 佐々木昌一

30 和光市 本橋　良吾 85 蓮田市 松本　輝雄

31 和光市 並木　照一 86 蓮田市 村井　　強

32 上尾市 石井　啓雅 87 幸手市 髙橋　　榮

33 上尾市 吉田　　修 88 白岡市 三宅　誠吾

34 上尾市 河野　恵三 89 白岡市 小柳　雄二

35 上尾市 石田　佐行 90 吉川市 伊藤　幸司

36 上尾市 中澤　　淳 91 宮代町 佐々木　敦

37 北本市 高松　幸雄 92 杉戸町 大塚　信英

38 北本市 田村　裕治 93 杉戸町 深井　幸夫

39 伊奈町 林　　吉男

40 所沢市 鈴木　正則

41 所沢市 福永　吉光

42 所沢市 石田　章夫

43 所沢市 竹澤　誠一

44 狭山市 山科　　保

45 狭山市 高杉　薫夫

46 ふじみ野市 池島　康広

47 坂戸市 関　　誠一

48 鶴ヶ島市 佐藤　忠豊

49 日高市 立野　靖彦

50 毛呂山町 沖　　武史

51 越生町 森川　光男

52 東松山市 吉田　晴一

53 東松山市 田島　幹也

54 東松山市 大木美知夫

55 小川町 大橋　輝雄 小川ドリームジュニアバドミントン

東松山陸上スポーツ少年団

東松山東フットボールクラブ

越生町野球スポーツ少年団

東松山市少林寺拳法スポーツ少年団

高麗川スポーツ少年団

ＦＣパルセイロＪｒ

ＳＵＧＵＲＯスポーツ少年団

鶴二少年野球クラブスポーツ少年団

富士見ＦＣ

旭サッカースポーツ少年団

美原サッカークラブ

山王御狩場スポーツ少年団

三ヶ島フットボールクラブ

若狭ブルースカイ

伊奈町総合型地域スポーツクラブ

所沢ラグビースクール

北本石戸サッカースポーツ少年団 杉戸ジュニアテニススポーツ少年団

北本石戸サッカースポーツ少年団 杉戸諏訪サッカー少年団

あずまスポーツ少年団 吉川ホワイトシャークスポーツ少年団

小泉ジュニアーズスポーツ少年団 宮代空手スポーツ少年団

上尾中央スポーツ少年団 篠津小総合クラブ

上尾大石サッカースポーツ少年団 白岡イーグルススポーツ少年団

北原ウイングススポーツ少年団 蓮田市柔道会スポーツ少年団

富士見サッカースポーツ少年団 栄少年軟式野球クラブスポーツ少年団

新座スカイファイターズスポーツ少年団 三郷フットボールクラブジュニアスポーツ少年団

和光リバーツインズスポーツ少年団 蓮田ライオンズスポーツ少年団

アズマフットボールクラブ 青毛ウイングスバスケットボールスポーツ少年団

柏葉サッカースポーツ少年団 三郷市桜サッカースポーツ少年団

笹目東イーグルススポーツ少年団 久喜レインボーズスポーツ少年団

戸田市本部 鷲宮クラブスポーツ少年団

氷川バスケットボールスポーツ少年団 越谷フェニックススポーツ少年団

蕨グリーンファイターズ 越谷ウインズバスケットボールクラブスポーツ少年団

青柳ドラゴンズ 大和スピリットスポーツ少年団

氷川バスケットボールスポーツ少年団 南スターライツスポーツ少年団

鳩ヶ谷キッカーズサッカースポーツ少年団 加須スターズ

東スポーツセンター少年サッカークラブ 加須市柔道連盟

川口レッドホークススポーツ少年団 中央キャッスルキッズFC

赤井少年野球クラブスポーツ少年団 大桑ジャイアンツスポーツ少年団

新郷レッズミニバスケットボールクラブ 深谷桜ミニバススポーツ少年団

川口ポニーズスポーツ少年団 男衾サッカークラブスポーツ少年団

岩槻翔空会 妻沼ホーマーズスポーツ少年団

フレンズミナミスポーツ少年団 花園ＪＶＣ

大空ジュニアー 美里FCスポーツ少年団

赤羽根 江南ファイターズスポーツ少年団

大宮ベアーズ 本庄市少年柔道クラブ「養心館」スポーツ少年団

大戸ウィングス 上里町空手道スポーツ少年団

浦和パワーズ 横瀬剣道スポーツ少年団

浦和エンデバーズ 児玉少年野球クラブスポーツ少年団

別所ミニバスケットボール 秩父市水泳スポーツ少年団

与野ミニバスケットボール 長瀞ミニバスケットボールスポーツ少年団

大宮春岡ＦＣ 吉見町パワースターズスポーツ少年団

岩槻少年サッカースクール 鳩山剣友会スポーツ少年団

大和田ジュニアーズサッカー 嵐山ガッツジュニアスポーツ少年団

大和田ジュニアーズサッカー 伊草スポーツ少年団

平成２８年度　埼玉県スポーツ少年団表彰者一覧
所属単位団 所属単位団


