
№ 市町村 候補者名 № 市町村 候補者名

1 さいたま市 菊田　　章 56 滑川町 小原　由之

2 さいたま市 佐藤　　司 57 ときがわ町 山岸　幹也

3 さいたま市 関根　　彰 58 秩父市 井深　　昭

4 さいたま市 鈴木　邦男 59 秩父市 齋藤　　隆

5 さいたま市 近藤　則彦 60 長瀞町 高野　芳弘

6 さいたま市 斉藤　　馨 61 本庄市 粳田　安正

7 さいたま市 児玉　惇美 62 本庄市 鮎澤　正己

8 さいたま市 関口　好治 63 上里町 橋爪　信明

9 さいたま市 吉田　紀夫 64 美里町 春山十一郎

10 さいたま市 笹谷　　明 65 熊谷市 時田　絹代

11 さいたま市 大辻　裕之 66 深谷市 高橋　順一

12 さいたま市 大西　　聡 67 深谷市 金子　博行

13 さいたま市 柴﨑　充朗 68 寄居町 加藤　宮の

14 川口市 小倉　　務 69 加須市 仲沼　正栄

15 川口市 長岡久御子 70 加須市 折原　義彦

16 川口市 大久保繁實 71 加須市 小林　文子

17 川口市 富田　政弘 72 春日部市 冨川　公明

18 草加市 大金　敏一 73 春日部市 赤池　　緑

19 草加市 佐藤美和子 74 春日部市 國井　英明

20 草加市 松本　康之 75 春日部市 太田　正貴

21 草加市 石川　霊彦 76 越谷市 澤野　　茂

22 蕨市 近　　敏幸 77 越谷市 吉川　知成

23 新座市 鈴木　　勝 78 久喜市 諸星　　渉

24 和光市 鈴木　　衛 79 久喜市 粟野　活夫

25 和光市 関口　拓道 80 久喜市 松本　勝博

26 上尾市 三宅　米勝 81 八潮市 石井　克史

27 上尾市 添野　勝次 82 八潮市 廣田　貢二

28 上尾市 宮内　光雄 83 三郷市 関口　　悟

29 上尾市 大塚　義之 84 三郷市 加藤　久幸

30 上尾市 天　　和彦 85 幸手市 齋藤　篤志

31 桶川市 笠井　基豊 86 白岡市 谷地　浩子

32 北本市 西島　和弘 87 白岡市 関山　典央

33 北本市 鬼形　　久 88 宮代町 黒部　明夫

34 川越市 星　　秀之 89 杉戸町 吉田　教順

35 川越市 山森　貞夫 90 杉戸町 石井　雅典

36 川越市 戸川　藤子

37 所沢市 海老沢一隆

38 所沢市 永嶋　　晃

39 所沢市 木村　貴子

40 所沢市 坂崎　勝吉

41 飯能市 中野　裕文

42 飯能市 青木　和弘

43 入間市 倉重信一郎

44 ふじみ野市 藤村　昇志

45 坂戸市 町田　　勝

46 鶴ヶ島市 飛塚　　昭

47 日高市 吉田　俊次

48 毛呂山町 宮越　正樹

49 東松山市 金子　満補

50 東松山市 田中　忠義

51 小川町 吉田　　武

52 嵐山町 江森不二男

53 川島町 名里　信也

54 吉見町 吉田　和正

55 鳩山町 小川　和夫 亀井サッカースポーツ少年団

川島ライオンズスポーツ少年団

吉見町柔道スポーツ少年団

小川町空手道スポーツ少年団

嵐山ガッツジュニアスポーツ少年団

松山西北野球スポーツ少年団

松一野球スポーツ少年団

高萩北スポーツ少年団

毛呂山バスケットボールスポーツ少年団

帝心館空手道スポーツ少年団

鶴ヶ島栄ミニバスケットスポーツ少年団

仏子ブラックスサッカースポーツ少年団

Ｆ．Ｆ．ファイヤーズスポーツ少年団

あがのスポーツ少年団

美杉台チェリーズスポーツ少年団

所沢育星ＪＶＣスポーツ少年団

林レッドスネークス

若松キッカーズスポーツ少年団

荒幡ビガーズサッカースポーツ少年団少年団

イーグルファイターサッカースポーツ少年団 杉戸西サッカースポーツ少年団

川越体操スポーツ少年団

北本アトラススポーツ少年団 百間サッカースポーツ少年団

霞ファイヤーズスポーツ少年団 杉戸西ドラゴンズスポーツ少年団

桶川市ソフトテニススポーツ少年団 白岡ＪＶＣスポーツ少年団

埼玉ファインズスポーツ少年団 総合クラブジュベニール白岡スポーツ少年団

富士見サッカースポーツ少年団 三郷アドベンチャーズスポーツ少年団

上尾ミニバスケットボールスポーツ少年団 ブルーファイターズスポーツ少年団

小泉ジュニアーズスポーツ少年団 柳之宮小ミニバスケットボールスポーツ少年団

上尾大石サッカースポーツ少年団 三郷アドベンチャーズスポーツ少年団

新倉ミニバスケットボールスポーツ少年団 江面シルバースマッシュスポーツ少年団

平方スポーツ少年団 八潮フラッパーズスポーツ少年団

新座スカイファイターズスポーツ少年団 久喜レインボーズスポーツ少年団

和光市スポーツ少年団 東鷲宮ＦＣスポーツ少年団

松原剣道スポーツ少年団 越谷PCキッカーズスポーツ少年団

中央エンゼルススポーツ少年団 大沢北FCスポーツ少年団

八北バスケットボールクラブスポーツ少年団 武里ケイジャーズミニバスケットボールクラブ

清門バスケットボールスポーツ少年団 桜川ジャガーズスポーツ少年団

北川口アタッカーズスポーツ少年団 庄和フェニックス

松原ヤンガーススポーツ少年団 武里柔道クラブスポーツ少年団

西スポジュニアソフトテニススポーツ少年団 加須グリーンクリッパーズスポーツ少年団

川口レッドホークススポーツ少年団 加須ジュニアテニススポーツ少年団

浦和むつみソフトテニススポーツ少年団 寄居スパークル

川口上青木ミニバススポーツ少年団 北川辺ウォーターズスポーツ少年団

ＹＯＵフレンドクラブ野球スポーツ少年団 岡部本郷サッカークラブスポーツ少年団

文蔵ソフトボールスポーツ少年団 常盤えんじぇるすジュニアバレーボールスポーツ少年団

大宮ファミリーズスポーツ少年団 美里町空手道スポーツ少年団

西原フレンズスポーツ少年団 熊谷西ジュニアバレーボールスポーツ少年団

浦和エンゼルススポーツ少年団 本庄リトルパワーズスポーツ少年団

大宮宮原ドラゴンズスポーツ少年団 上里東野球スポーツ少年団

与野南ミニバスケットボールスポーツ少年団 修心館剣道スポーツ少年団

常盤スポーツ少年団 本庄中央サッカークラブスポーツ少年団

岩槻ジャガーズ 秩父市栄柔道スポーツ少年団

岩槻ブリッツＦＣスポーツ少年団 ＦＣ原谷スポーツ少年団

大宮春岡ＦＣスポーツ少年団 ＦＣなめがわサッカースポーツ少年団

鈴谷サッカースポーツ少年団 ＪＦＣときがわスポーツ少年団

平成２７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


