
令和元年度　埼玉県スポーツ少年団表彰　受賞一覧

市町村 候補者名 所属単位団 市町村 候補者名 所属単位団

1 さいたま市 内木　幸夫 浦和土合サッカー 43 日高市 松尾健次郎 高麗スポーツ少年団

2 さいたま市 浅見　　茂 西浦和サッカー 44 越生町 宮﨑　信子 越生剣道スポーツ少年団

3 さいたま市 高窪　　浩 浦和田島サッカー 45 東松山市 小丹保隆文 唐子剣道スポーツ少年団

4 さいたま市 倉持　純一 栄和 46 小川町 浅見日出雄 小川ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

5 さいたま市 石塚　　豊 仲本ミニバスケットボール 47 嵐山町 米山　幸男 嵐山ガッツジュニアスポーツ少年団

6 さいたま市 吉田　克巳 大宮ブルースカイミニバスクラブ 48 川島町 吉田　利政 柔道スポーツ少年団

7 さいたま市 西坂　　正 土合スパローズ 49 吉見町 加藤　義久 吉見武道館剣道スポーツ少年団

8 さいたま市 吉田　安雄 三室ホークス 50 鳩山町 清水　一彦 鳩山柔道会

9 さいたま市 中田　知秋 春岡 51 滑川町 髙𣘺　澄雄 FCなめがわサッカースポーツ少年団

10 さいたま市 水田　博之 東与野フェニックス 52 ときがわ町 山﨑　芳和 JFCときがわスポーツ少年団

11 さいたま市 中野　栄二 西原フレンズ 53 秩父市 浅見　真一 原谷剣道スポーツ少年団

12 さいたま市 山田　明治 高砂 54 秩父市 設樂　勝彦 ＦＣ原谷スポーツ少年団

13 川口市 竹内　将士 総合型地域スポーツクラブBAGUS 55 本庄市 増田　　守 本庄市空手道スポーツ少年団

14 川口市 浦邉　　敦 青木中央ツインズ 56 本庄市 小平　一郎 本庄エンゼルススポーツ少年団

15 川口市 松井　佳裕 中央グッドボーイズ 57 上里町 韮塚恵利子 上里町剣道スポーツ少年団

16 川口市 橋本　康義 川口イーグルス 58 神川町 相崎　道夫 神川町ﾊﾟﾙﾌｪ少年ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

17 川口市 安並　芳嗣 鳩ケ谷桜スポーツ少年団 59 熊谷市 鳥越　耕一 熊谷東サッカースポーツ少年団

18 川口市 鵜川光登志 上青木少年サッカークラブ 60 熊谷市 長谷川幸夫 熊谷むさしﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

19 草加市 高橋　昭則 両新田レオーズスポーツ少年団 61 深谷市 真下　　栄 岡部野球スポーツ少年団

20 草加市 及川　貴則 氷川バスケットボールスポーツ少年団 62 深谷市 八須　美穂 深西ジュニアバレー

21 草加市 永棟　彰一 草加ｾﾙﾃｨｯｸｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 63 寄居町 齋藤　　薫 埼玉ウインズスポーツ少年団

22 蕨市 小泉　 亘 蕨北町サッカー 64 行田市 吉田　勝利 行田ＳＣスポーツ少年団

23 新座市 菅原　康人 新座市空手道スポーツ少年団 65 加須市 関　　健一 大利根ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙCLUBｽﾎﾟｰﾂ少年団

24 和光市 関口　京子 新倉ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 66 加須市 松本　恵佑 水深ワールドナインスポーツ少年団

25 和光市 冨岡　逸央 FC新倉エイトワンスポーツ少年団 67 春日部市 關根　　昇 粕壁サッカースポーツ少年団

26 鴻巣市 高橋　洋明 鴻巣市パンジーテニススポーツ少年団 68 春日部市 松田　貞雄 豊春サッカークラブスポーツ少年団

27 鴻巣市 坂東　真樹 鴻巣川里ビクトリーズスポーツ少年団 69 春日部市 池野　国男 春日部剣道会スポーツ少年団

28 鴻巣市 山田　　昇 鴻巣TMBスポーツ少年団 70 春日部市 安助昭二郎 フジメイツ少年野球スポーツ少年団

29 上尾市 福島　哲也 あずまスポーツ少年団 71 越谷市 高岡宮十郎 越谷桜南サッカースポーツ少年団

30 上尾市 村松　憲一 上尾大石スポーツ少年団 72 越谷市 中山　勝博 越谷フレンドスポーツ少年団

31 桶川市 大久保義男 桶川サッカースポーツ少年団 73 八潮市 村本　純平 大原ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

32 北本市 吉住　幸雄 北小フレンズＭＶＣスポーツ少年団 74 三郷市 佐々木賢一 三郷ASUNARO

33 所沢市 荒井　信義 富岡錬友会 75 三郷市 高橋　康紀 三郷バスケットボールクラブ

34 所沢市 常岡　一雄 若松グリーンエンジェルス 76 蓮田市 関　　　馨 蓮田市城剣友会

35 飯能市 樋渡　純次 加治タイガース 77 幸手市 石塚　　進 幸手市スポーツ少年団本部

36 狭山市 奥富　　浩 狭山台キングス 78 吉川市 勝山　和彦 吉川ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

37 狭山市 保延　　深 狭山アゼィリアＦＣ 79 白岡市 平野　勝己 白岡総合第一スポーツ少年団

38 富士見市 石川　葉子 元空会空手道スポーツ少年団 80 白岡市 後藤賢一郎 白岡ファイターズスポーツ少年団

39 ふじみ野市 一柳由紀子 ふじみ野ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙCLUBｽﾎﾟｰﾂ少年団 81 宮代町 野中　八郎 宮代剣友会

40 坂戸市 西村　　弘 浅羽野サッカースポーツ少年団 82 杉戸町 金子　憲一 杉戸町ジュニアテニススポーツ少年団

41 鶴ヶ島市 濵野　光昭 鶴ヶ島栄ミニバスケット

42 鶴ヶ島市 宮崎　昌策 鶴二少年野球クラブスポーツ少年団


