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S62 中瀬　利和 草津市スポーツ少年団 受賞 老上VSC 受賞 岡村　正晴 笠縫野球 受賞

田中　敏雄 草津市スポーツ少年団 受賞 笠縫サッカー 受賞 黒川　孝治 老上サッカー 受賞

山田スポ少野球 受賞 宇野　一夫 志津バレーボール 受賞

立木 受賞

やばせレモンズ 受賞 楠元　岩男 志津少年剣道 受賞

日の出ファイターズ 受賞 伴　　敏雄 湖洲平 受賞

志津少年野球 受賞

岡村　正晴 笠縫野球 受賞 老上サッカー 受賞 乾　　克代 草津市 受賞

尚武館 受賞 矢野　　孝 草津市 受賞

笠縫バレーボールスクール 受賞 山田　久雄 草津市 受賞

宇野　一夫 草津市スポーツ少年団 受賞 志津 受賞 木山　　泰 草津市 受賞

湖洲平 受賞 山元　　茂 草津市 受賞

志津少年剣道 受賞 村田　昭二郎 草津市 受賞

笠縫少年野球 受賞 清水　健宏 草津市 受賞

イーストフレンド 受賞

木山泰 草津市スポーツ少年団 受賞 常盤 受賞 深谷　光夫 草津市ロッキーズ 受賞

新南笠 受賞 鷲野　啓介 笠縫クラブ 受賞

草二 受賞 白川　忠彦 追上バレーボール 受賞

山田　久雄 草津市スポーツ少年団 受賞 玉川 受賞 尾崎　芳雄 草津市 受賞

萩 受賞 林　美代志 草津市 受賞

石田　　博 老上サッカー 受賞

矢野　孝 草津市スポーツ少年団 受賞 笠縫東ヤンキース 受賞 太田　昌延 草津市 受賞 中瀬　利和 草津市 受賞

よもとチェリーズ 受賞 井上　憲一 草津市 受賞

黒川　孝治 老上サッカー 受賞 矢倉野球 受賞 綾田　利志一 草津市剣道 受賞 田中　敏雄 草津市 受賞

山田道場 受賞 中河　　裕 草津市野球 受賞

清水　健宏 草津市スポーツ少年団 受賞 草津ミニバス燕 受賞 近藤　まもり 笠縫東卓球 受賞

大倉　忠雄 萩 受賞

伴　敏雄 草津市スポーツ少年団 受賞 草津バトル 受賞 柴田　博之 草津市 受賞 岡村　正晴 笠縫少年野球 受賞

志津サッカー 受賞 曽羽　隆子 草津尚武館 受賞

H11 村田　昭二郎 イーストフレンズ 受賞 山田サッカー 受賞 熊川　光治 老上少年野球 受賞 宇野　一夫 草津アローズ 受賞

白川　忠彦 草津市スポーツ少年団 受賞 玉川ナイスキッズ 受賞 丸尾　正弘 新南笠イーグルス 受賞 木山　　泰　草津市 受賞

草津ジュニア卓球部 受賞 村上　嘉寛 草津尚武館 受賞

綾田　利志一 山田道場 受賞 矢倉体振バドミントン部 受賞 郷　　英夫 日の出ファイターズ 受賞 矢野　　孝 草津市 受賞

老上ミニバス 受賞 水口　茂和 草津市 受賞

石田　　博 老上サッカー 受賞 草津尚武館 受賞 高橋　　明 常盤バレーボール 受賞 黒川　孝治 老上サッカー 受賞

磯村　　勉 イーストフレンズ 受賞

H15 熊川　光治 老上少年野球 受賞 草津ロッキー 受賞

村上　嘉寛 南草津尚武館 受賞 よもとミニバス 受賞 井上　利夫 草津バトル 受賞

山本　茂和 玉川ナイスキッズサッカークラブ 受賞

大倉　忠雄 草二ジュニアバレーボール 受賞 老上少年野球 受賞 中山　　勲 レインボーミニバス 受賞

草二ジュニアバレーボール 受賞 楠本　仁史 志津尚武館 受賞

新常盤ドラゴンズ 受賞 前田　昭二 草二リトルメッツ 受賞

中河　　 裕 笠縫東ヤンキース 受賞 山田卓友 受賞 篠部　治男 新南笠 受賞

尾崎　芳雄 新南笠 受賞 伊藤　誠一 草津よもとミニバス 受賞

曽羽　隆子 草津尚武館 受賞 南草津尚武館 受賞 山口　博見 笠縫少年野球 受賞

杉山　豊治 新南笠イーグルス 受賞

高橋　　明 常盤 受賞 本薗　幹雄 矢倉バドミントン 受賞

前島　昭憲 山田少年野球 受賞

郷　　英夫 日の出ファイターズ 受賞 笠縫東サッカースクール 受賞 久保　純治 山田少年野球 受賞

レインボーミニバス 受賞 新見　紀文 山田道場 受賞

井上　利夫 草津バトル 受賞 矢倉ミニバス 受賞 二神　孝男 玉川 受賞

山本　茂和 玉川ナイスキッズ 選外 塩飽　勝美 笠縫東ヤンキーズ 選外

西脇　正樹 志津尚武館 選外

楠本　仁史 志津尚武館 選外 FC草津 受賞 西脇　正樹 志津尚武館 受賞

中山　　勲 レインボーミニバス 選外 草津はやぶさジュニア 受賞 中嶋　源一 新常盤ドラゴンズ 受賞

東田　敏郎 老上ミニバス 選外

前田　昭二 草二リトルメッツ 受賞 ゴーイング草津 受賞 東田　敏郎 老上ミニバス 受賞 伴　　敏雄 老上少年野球 受賞

楠元　仁史 志津尚武館 受賞 草津OSC 受賞 横井　龍夫 南草津尚武館 受賞

進藤　富雄 ゴーイング草津 選外

前島　昭憲 山田少年野球 受賞 進藤　富雄 ゴーイング草津 受賞 村田昭二郎 イーストフレンズ 受賞

篠部　治男 新南笠 選外 前田　國雄 南草津尚武館 受賞 熊川　光治 老上少年野球 選外

篠部　治男 新南笠 受賞 寺田　孝夫 常盤 受賞

新見　紀文 山田道場 受賞 川崎　  　登 日の出ファイターズ 受賞

山本　晃司 笠縫少年野球 選外

乾　　克代 草津 受賞 山本　晃司 笠縫少年野球 受賞 熊川　光治 老上少年野球 受賞

杉山　豊治 新南笠 受賞 草木　幹雄 草津バトル 受賞

山本　増夫 草津よもとミニバス 受賞

水口　茂和 笠縫東サッカースクール 受賞 草津レインボーガールズ 選外 高田　哲也 志津尚武館 受賞

久保　純治 山田少年野球 選外 馬場　保則 草津スポーツ拳法 受賞

𠮷田　忠司 草二リトルメッツ 受賞

中嶋　源一 新常盤ドラゴンズ 受賞 草津レインボーガールズ 受賞 馬渕　喜数 草津尚武館 受賞 石田　   博 老上サッカースポーツ 選外

清水　健宏 草津ＯＳＣスポーツ 選外

久保　純治 草津ユナイテッド 受賞 新南笠イーグルス 受賞 勝馬　由起 草津レインボーガールズ 受賞 石田   　博 老上サッカースポーツ 選外

河村　芳志信 草津ミニバスケットボールクラブ燕女子 受賞 清水　健宏 草津ＯＳＣスポーツ 選外

西村小由里 草津はやぶさジュニア 選外

寺田　孝夫 常盤 受賞 西村小由里 草津はやぶさジュニア 受賞 前島　昭憲 草津ユナイテッド 選外

川瀬　善男 空手道練武館 受賞

空手道練武館 受賞 馬場　良長 空手道練武館 受賞 前島　昭憲 草津ユナイテッド 

平田　淳二 草津バトル 受賞

今井　美佐 山田道場 選外

今井　美佐 山田道場 馬渕　喜数 草津尚武館

H05

滋賀県スポーツ少年団表彰 日本スポーツ少年団表彰

スポーツ少年団育成功労者 優秀単位スポーツ少年団 優秀指導者 日本スポ少顕彰
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H20

H21

H22

H23

H25

H26

H27

H28

H29
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R01

R04

受賞
(退任
感謝）

スポーツ少年団育成功労賞 優秀単位スポーツ少年団賞 スポーツ少年団奨励賞 日本スポーツ少年団表彰
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受賞
(退任
感謝）


