
草津市スポーツ協会スポーツ奨励賞受賞者名簿

加盟団体名 平成3年度 平成4年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

1 草津市陸上競技協会 加地　一彦 沢村幸治郎 田中　藤雄 小寺　庄司

2 草津市水泳連盟 高瀬　武士 森　　俊一 馬場　良長

3 草津市サッカー協会 辻　　　稔 黒川　孝治 五十嵐信博 石田　　博

4 草津市軟式野球連盟 片岡　　勝 重村　健次 山元　一典 村田昭二郎 備後　義輝 田淵　信正 秋山　義勝 渡会　清志

5 草津市ソフトテニス連盟

6 草津市卓球協会 松田　悦子 水口　保則 川辺　公治

7 草津市柔道協会 諸木　淳郎 上野卓四郎

8 草津剣道連盟 曽羽　隆子 中村　幸子 澤井　博一 綾田利志一

9 草津市バレーボール協会 上野　健次 五十嵐明子 　乾　　克代　 矢野　広意 西村　良輔 中嶋小夜子

10 草津市バドミントン協会 中川　安雄 木村　恵子 中川　満理

11 草津市相撲連盟 堀田　正道 山元　一雄

12 草津市ラグビーフットボール協会 下山　元明 田中　聖一

13 草津市バスケットボール協会 上田　秀樹 中野　吉一 中村　陽子 東田　敏郎 清水　健宏 中山　　勲 山本　増夫 山本智恵美 遠塚　浩史

14 草津市ソフトボール協会 中村　弥一 中田　和男 川上　健一 大村　重雄 寺尾　俊夫 田部　文子 鈴木　清文 関根　秀夫

15 草津市空手道連盟 早瀬　安三 鎌田　　悟 村田　晋作 木村　勝治 中嶋　仁一 横江　正雪 吉田　憲治 深尾多加緒 西垣　和博

16 草津ヨット協会

17 草津市テニス協会

18 草津市ゲートボール協会 山本　定男

19 草津市グラウンド・ゴルフ協会

20 草津クレー射撃協会 石井　　隆

21 草津市ゴルフ協会

22 草津市少林寺拳法連盟

23 草津市ボウリング協会

24 草津市中学校体育連盟

25 草津市小学校体育連盟

26 草津市スポーツ拳法連盟

27 草津市インディアカ協会

28 志津学区体育振興会

29 笠縫東学区体育振興会

30 常盤学区体育振興会 堀井　良秋

31

2 名 3 名 3 名 1 名 3 名 3 名 4 名 4 名 3 名 6 名 5 名 5 名 7 名 5 名 5 名 4 名

平成5年度 平成18年度

受賞人数 7 名
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草津市スポーツ協会スポーツ奨励賞受賞者名簿

加盟団体名

1 草津市陸上競技協会

2 草津市水泳連盟

3 草津市サッカー協会

4 草津市軟式野球連盟

5 草津市ソフトテニス連盟

6 草津市卓球協会

7 草津市柔道協会

8 草津剣道連盟

9 草津市バレーボール協会

10 草津市バドミントン協会

11 草津市相撲連盟

12 草津市ラグビーフットボール協会

13 草津市バスケットボール協会

14 草津市ソフトボール協会

15 草津市空手道連盟

16 草津ヨット協会

17 草津市テニス協会

18 草津市ゲートボール協会

19 草津市グラウンド・ゴルフ協会

20 草津クレー射撃協会

21 草津市ゴルフ協会

22 草津市少林寺拳法連盟

23 草津市ボウリング協会

24 草津市中学校体育連盟

25 草津市小学校体育連盟

26 草津市スポーツ拳法連盟

27 草津市インディアカ協会

28 志津学区体育振興会

29 笠縫東学区体育振興会

30 常盤学区体育振興会

31

受賞人数

平成21年度 平成24年度 平成25年度

川那辺 毅 夏原かず子

阪下　美雪 鍛冶真理子 中村　喜和 小寺　正宣 宇野　嘉隆

鳥居　雄彦 井上　憲一 福永　吉孝 葛城　直人 岡　伸次郎 山本　茂和 水口　茂和 寺田　孝夫 福谷　義孝 赤松　持明 夘田　貴之 新福　文夫

久保　純治 萩原三佐雄 熊川伊久男 後藤　直光

中井　康一 山田　民幸 進藤　富雄 片岡　辰夫 野上　忠行 内藤　晴夫

濱中　芳文 加納　敦

新庄　　昇 村上　嘉寛 新見　清文 矢田　伸二 横井　龍夫 小南　眞 山本　博哉 楠元　仁史 冨永　健次

森　　雪子 垣江　洋子 日高　久子 上田　幸子 渡部美智子 松浦いさよ 加藤　晴与 竹森　郁子 岡本　妙子 山口　淳子

好田　尚史 花田　正喜 畳谷　康一

金島　好彦 上田　雅之

内山　浩一  遠藤　忍 木村　雅彦 山口　貴史 奥　　和行 堀井　三廣 山田　昌弘 細野　清春

河村芳志信 園内久仁彦 岡上　和雄 稲田　勝 大野　勝弘

喜多　　博 野口　久彦 瀬戸　重雄 井口　直哉 平井　俊次 小傳良 寛 中島　晋 勝馬　由起 村瀬　聖子

川津　良輔 飯田　正夫 北川　康裕 鈴木　計則 山本　育寛 岡田　哉宏 木村　暁徳 津山　拓平

大倉　清廣 川崎　孝子 吉岡　康夫 遠藤　陽子 佐本　善彦

見附　芳嗣 浅田　栄子 箱田　哲男 酒井　康雄 古川千恵子

川口　長夫 川瀬　迪夫 宇野　時光 青山　春雄 浜野　良雄 河田堅太郎 西蔵　清彦 伊藤　秀雄 浅野日出雄

宮永眞佐憲 木村　善一 梅田　吉宣 房野　安則 崎村　諒 小栁　義雄

岡本音治朗 奥村　賢 宇野　賢治

8 名 11 名 10 名12 名 12 名

平成19年度 平成20年度 平成22年度 平成23年度

9 名 12 名

平成26年度 平成27年度 平成28年度

7 名 14 名 19 名
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草津市スポーツ協会スポーツ奨励賞受賞者名簿

加盟団体名

1 草津市陸上競技協会

2 草津市水泳連盟

3 草津市サッカー協会

4 草津市軟式野球連盟

5 草津市ソフトテニス連盟

6 草津市卓球協会

7 草津市柔道協会

8 草津剣道連盟

9 草津市バレーボール協会

10 草津市バドミントン協会

11 草津市相撲連盟

12 草津市ラグビーフットボール協会

13 草津市バスケットボール協会

14 草津市ソフトボール協会

15 草津市空手道連盟

16 草津ヨット協会

17 草津市テニス協会

18 草津市ゲートボール協会

19 草津市グラウンド・ゴルフ協会

20 草津クレー射撃協会

21 草津市ゴルフ協会

22 草津市少林寺拳法連盟

23 草津市ボウリング協会

24 草津市中学校体育連盟

25 草津市小学校体育連盟

26 草津市スポーツ拳法連盟

27 草津市インディアカ協会

28 志津学区体育振興会

29 笠縫東学区体育振興会

30 常盤学区体育振興会

31

受賞人数

平成29年度 令和元年度

佐山　佳克 塩飽　次郎

宇野　好施 川那部 善孝

岡　雅則

古川　清史 山本　幸恵 西脇 正樹

木南寿美枝 杉本久美子

内野　浩平 正本　直樹 谷  孝一

山本　毅

中島　一生 中出　幸宏

辻　増雄 河田和賀子 千代倉美貴子

垣貫　仁 岡田  泉

8 名 6 名

平成30年度

7 名
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