
（敬称略）

市町村 受賞者名 所属単位団 市町村 受賞者名 所属単位団

１ さいたま市 佐藤　敦 三室サッカースポーツ少年団 ４２ 毛呂山町 永瀬　慎二 毛呂山ウィングスレディーススポーツ少年団

２ 〃 今本　敏之 浦和木崎サッカースポーツ少年団 ４３ 越生町 能仲　祐輔 越生町野球スポーツ少年団

３ 〃 山本　芳明 上木崎サッカースポーツ少年団 ４４ 東松山市 矢島　規雄 東松山ミニバスケットボールスポーツ少年団

４ 〃 永井伊佐夫 上木崎サッカースポーツ少年団 ４５ 〃 井口　光秋 松山東野球スポーツ少年団

５ 〃 北村　知也 沼影ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 ４６ 小川町 恒木　重信 小川レインボーミニバスケットスポーツ少年団

６ 〃 蓮見　志信 東大宮ポパイスポーツ少年団 ４７ 嵐山町 古田　敦士 嵐山ガッツジュニアスポーツ少年団

７ 〃 石川　利典 中島ファイターズスポーツ少年団 ４８ 川島町 中村　克己 川島ライオンズスポーツ少年団

８ 〃 花巻　友明 西堀A-1スポーツ少年団 ４９ 吉見町 原山　哲夫 スマイルJスポーツ少年団

９ 〃 中野渡文雄 本太ビクターズスポーツ少年団 ５０ 鳩山町 中原　剛 鳩山野球スポーツ少年団

１０ 〃 郡司　誠 大宮ベアーズスポーツ少年団 ５１ 滑川町 山下　克巳 滑川町剣道スポーツ少年団

１１ 〃 大倉　工昌 かしわガッツボーイズスポーツ少年団 ５２ ときがわ町 本田　隆 玉川野球スポーツ少年団

１２ 〃 細淵　一男 沼影ソフトボール少年団 ５３ 秩父市 小林　俊文 FC原谷スポーツ少年団

１３ 〃 浜野　隆志 岩槻ソフトテニススポーツ少年団 ５４ 〃 齋藤　一哉 秩父市栄柔道スポーツ少年団

１４ 〃 増田　敦子 土合ヴィクトリースポーツ少年団 ５５ 皆野町 平　　修 国神ミニバスケットクラブスポーツ少年団

１５ 川口市 小堺　剛 里みどりヶ丘パワーズ ５６ 横瀬町 本橋　明 横瀬剣道スポーツ少年団

１６ 〃 西野　康司 里みどりヶ丘パワーズ ５７ 本庄市 吉﨑　禅哉 北泉サッカースポーツ少年団

１７ 〃 小泉　登 さしまミニバスケットボールスポーツ少年団 ５８ 〃 松澤　浩一 児玉剣道教室スポーツ少年団

１８ 〃 荒井　年和 総合型地域スポーツクラブBAGUS ５９ 上里町 戸塚　広道 上里コンドルズスポーツ少年団

１９ 〃 髙橋　建哉 わかくさ ６０ 熊谷市 岡田　雅仁 熊谷東ジュニアスポーツ少年団

２０ 〃 高橋　宏治 東内野少年ソフト ６１ 〃 中野　昇一 熊谷さくらスポーツ少年団

２１ 〃 武内　豊 川口ラグビースクール ６２ 深谷市 野口　憲 深谷藤沢サッカースポーツ少年団

２２ 草加市 小泉　恵 清門バスケットボールスポーツ少年団 ６３ 〃 須賀　正雄 川本北小野球スポーツ少年団

２３ 〃 宝地戸万理 瀬崎ブレイバーズスポーツ少年団 ６４ 行田市 石井　良造 行田少女ソフトボールクラブ

２４ 〃 平塚　勇 青柳ドラゴンズスポーツ少年団 ６５ 加須市 井出　三男 大桑ジャイアンツスポーツ少年団

２５ 蕨市 佐藤　敏夫 蕨南サッカースポーツ少年団 ６６ 〃 青山　明 加須スターズスポーツ少年団

２６ 新座市 播磨　真弓 新座野寺ウイングススポーツ少年団 ６７ 羽生市 清水　弘之 羽生須影剣道会スポーツ少年団

２７ 和光市 森田　歳行 けやきミニバスケットボール男子スポーツ少年団 ６８ 春日部市 吉岡　一二 ヤングタイガーススポーツ少年団

２８ 上尾市 下里　潔 瓦葺クーガーズスポーツ少年団 ６９ 〃 鈴木　好明 上沖イーグルススポーツ少年団

２９ 〃 吉本　慎二 大石南スポーツ少年団 ７０ 〃 藤田　清次 上沖イーグルススポーツ少年団

３０ 北本市 宮﨑　澄夫 北本少年サッカークラブスポーツ少年団 ７１ 越谷市 中村　達興 FOOTBALL CLUB蒲生東スポーツ少年団（略称FC蒲生東）

３１ 所沢市 吉田　浩 柳瀬レッドローズジュニアスポーツ少年団 ７２ 〃 佐藤　秀男 千間台スポーツ少年団

３２ 〃 佐々木　努 若松キッカーズスポーツ少年団 ７３ 久喜市 山﨑　章子 江面シルバースマッシュスポーツ少年団

３３ 〃 五十峯のぞみ 若松キッカーズスポーツ少年団 ７４ 〃 平澤　和江 久喜市スポーツ少年団本部

３４ 飯能市 森保　滋樹 加治東レッドファイターズミニバススポーツ少年団 ７５ 〃 山口　二郎 さくらだSTスポーツ少年団

３５ 狭山市 中野渡進作 狭山バッファローズ ７６ 三郷市 吉田　和泰 ＮＰＯ法人ふくじゅ草スポーツ少年団

３６ 〃 坂本　公彦 狭山台イレブンサッカークラブ ７７ 〃 長谷川貴則 ＮＰＯ法人ふくじゅ草スポーツ少年団

３７ 富士見市 原沢由喜男 武蔵野ＦＣスポーツ少年団 ７８ 蓮田市 小引　基亘 蓮田錬心舘スポーツ少年団

３８ ふじみ野市 鈴木慎一郎 大井少年サッカークラブ ７９ 幸手市 菊地　幸夫 幸手さくらサッカークラブ

３９ 坂戸市 竹入　広幸 坂戸ロイヤルズスポーツ少年団 ８０ 白岡市 岩上　則雄 三光グリーンシスターズ少年団

４０ 鶴ヶ島市 後藤　信幸 鶴ヶ島栄ミニバスケットスポーツ少年団 ８１ 〃 池上　嘉一 高岩イヤーズスポーツ少年団

４１ 日高市 和田　茂 高麗スポーツ少年団 ８２ 宮代町 島村　正美 宮代東JVC

令和３年度 埼玉県スポーツ少年団表彰 受賞一覧


