
年度 市町村名 スポーツ少年団 年度 市町村名 スポーツ少年団
S46 盛岡市 盛岡剣道 S54 金ヶ崎町 二ツ森ソフトボール

北上市 北上柔道 遠野市 遠野野球
大迫町 大迫 種市町 宿戸
金ヶ崎町 金ヶ崎剣道 前沢町 赤生津ソフトボール・野球

一戸町 末の松山キャンプ S55 花巻市 花巻体操
S47 軽米町 軽米剣道 一関市 山目南

宮古市 宮古第一柔道 岩手町 沼宮内サッカー
和賀町 横川目剣道 大迫町 大槌野球
花巻市 湯口サイクリング 和賀町 横川目男子

S48 江刺市 梁川剣道 金ヶ崎町 森山ソフトボール
前沢町 前沢剣道 遠野市 青笹サッカー
大東町 大原卓球 前沢町 古城野球ソフトボール
東山町 三室 胆沢町 小山アタック
九戸村 江刺家 川崎村 川崎ソフトボール

S49 大槌町 渋梨 川井村 川井
矢巾町 下北 種市町 角浜第２
遠野市 遠野サッカー 安代町 五日市サッカー
種市町 小子内第２ S56 盛岡市 盛岡野外活動
室根村 津谷川キャンプ 花巻市 島

S50 胆沢町 青空 江刺市 江刺柔道
野田村 野田少年野球 一関市 あおば・わかば
新里村 刈屋 遠野市 遠野剣道
大船渡市 大船渡柔道 北上市 北上バドミントン
安代町 田山スキー 岩手町 南山形ホッケー
浄法寺町 川又 前沢町 前沢剣道
花泉町 金沢 胆沢町 やなぎ

S51 一関市 山谷中央 花泉町 日形
宮古市 宮古柔道 種市町 平内第１
矢巾町 南矢巾 都南村 見前剣道
盛岡市 盛岡ラグビー 江釣子村 江釣子柔道
種市町 大和 S57 岩泉町 岩泉サッカー
花巻市 小路 大槌町 大槌サッカー
江釣子村 江釣子野球 江刺市 伊手町野球

S52 盛岡市 仙北サッカー 胆沢町 ホワイトスター野球
水沢市 水沢東地区 江釣子村 江釣子バドミントン
宮古市 小山田野球 遠野市 松崎野球
矢巾町 矢巾柔道 前沢町 白山野球
花泉町 永井剣道 花巻市 矢沢
安代町 田山柔道 花泉町 亥年

S53 盛岡市 盛岡スキー 室根村 折壁小剣道
北上市 北上剣道 大船渡市 大船渡スキー
宮古市 尚志館剣道 都南村 津志田ジャガーズ
柴波町 片寄 宮古市 宮古ジュアイアンツ
和賀町 岩沢野外活動 柴波町 水分剣道
室根村 室根剣道 山田町 斉心館剣道
大槌町 大槌剣道 田老町 田老野球

S54 盛岡市 正修館剣道 岩手町 川口卓球
花巻市 高木中央 一関市 関ヶ丘
一関市 青空・太陽 北上市 北上フットボール
釜石市 釜石第1第2剣道 S58 岩泉町 岩泉リトルジャイアンツ

和賀町 石崎鬼剣舞 都南村 見前タイガース
胆沢町 愛宕ソフトボール

岩手県スポーツ少年団優良団体受賞者



年度 市町村名 スポーツ少年団 年度 市町村名 スポーツ少年団
S58 三陸町 越喜来野球 S61 都南村 羽場イーグルス

一関市 中里 山田町 大沢少年野球
前沢町 前中剣友 釜石市 釜石アスリーツ
山田町 大浦剣道 三陸町 崎浜男子
花巻市 高木団地 浄法寺町 浄法寺バッファローズ
水沢市 真城野球 胆沢町 胆沢スキー
岩手町 沼宮内野球 水沢市 羽田
矢巾町 矢巾剣道 久慈市 北竜ジャイアンツ
滝沢村 鵜飼サッカー滝沢エコーズ 岩手町 久保卓球
宮古市 鍬ヶ崎野球 盛岡市 盛岡市水泳
柴波町 日詰剣道 花巻市 湯本剣道
和賀町 和賀の子 沢内町 志賀来
花泉町 老松 岩泉町 浅内野球
久慈市 三船記記念館柔道 大船渡市 立根

S59 大東町 猿沢 〃 大船渡市剣道
岩泉町 大川 北上市 立花
三陸町 浜っこサッカー 〃 若鵬剣道
遠野市 綾織サッカー 和賀町 煤孫
久慈市 中の橋 滝沢村 大釜イーグルス
山田町 豊間根野球 前沢町 前沢野球
花泉町 永井第１ S62 北上市 北上スキー
和賀町 笠松 田老町 田老剣道
北上市 飛勢籠球 〃 田老町空手道
花巻市 堰袋 〃 田老サッカー
沢内村 志賀来 湯田町 湯本小学校野球
一関市 相川 都南村 野田ライオンズ
前沢町 母体野球 〃 手代森ピューマーズ
盛岡市 松園剣道 江刺市 稲瀬剣道
胆沢町 グリーンバッファローズ 久慈市 小久慈プレイヤーズ
水沢市 はやぶさ 山田町 山田空手
釜石市 釜石サッカー 浄法寺町 大嶺ファイターズ
岩手町 一方井ホッケー 遠野市 小友町
ニ戸市 二戸市剣道 釜石市 釜石ラグビー

S60 盛岡市 盛岡市柔道 東和町 清水ヶ丘
〃 盛岡市登山キャンプ 胆沢町 南都田サッカー

花巻市 花巻少年剣友会 前沢町 前沢町テニス
北上市 北上卓球 岩泉町 小本野球
水沢市 S・S 水沢市 姉体
釜石市 釜石サッカー 〃 真城剣道
遠野市 上郷野球 種市町 戸類家カープ
久慈市 高砂 岩手町 岩瀬張
ニ戸市 二戸柔道 盛岡市 盛岡市軟式庭球
葛巻町 葛巻タイガース 〃 仙北チビッ子野球
都南村 飯岡研心剣道 陸前高田市 米崎中バレーボール
和賀町 山口 川崎村 川崎柔道
湯田町 湯田中スキー 大船渡市 蛸ノ浦
前沢町 前中バドミントン S63 大船渡市 大船渡ラグビー
胆沢町 あすなろバレーボール 花巻市 高松
大東町 興田剣道 胆沢町 胆沢ミニバスケットボール

三陸町 仲よし柔道 盛岡市 盛岡市少年野球連盟
山田町 山田柔道 浄法寺町 岡本ジャガーズ
岩泉町 西三本松 釜石市 大久保道場
安代町 荒屋 前沢町 白鳥ソフトボール
花泉町 油島 和賀町 藤根
種市町 レッドサンダーズ 東和町 東和野球

S61 都南村 見前ソフトボール 都南村 永井ファイターズ



年度 市町村名 スポーツ少年団 年度 市町村名 スポーツ少年団
S63 一関市 一関少年剣道 H2 金ヶ崎町 第一

〃 萩荘 〃 永岡剣道
江刺市 おだき小ミニバスケットボール 胆沢町 小山ミニバレー
〃 米里野球 前沢町 前沢卓球

山田町 織笠野球 種市町 宿戸オーシャン
北上市 北上中野球 〃 中野
岩泉町 岩泉剣道 山田町 山田サッカー
遠野市 附馬牛野球 〃 大沢柔道
種市町 角浜ファイターズ 浄法寺町 浄法寺スキー
水沢市 佐野 都南村 湯沢バッファローズ
〃 福吉町 新里村 刈屋柔道

久慈市 大川目わかば 〃 刈屋
〃 大慈湊オリオンズ 北上市 相去野球

大船渡市 猪川クラブ野球 〃 川岸
新里村 茂市サンボーイズ 遠野市 土渕野球
都南村 飯岡タイガース 一関市 厳美
滝沢村 滝沢村柔道 H3 久慈市 愛真
遠野市 小友 〃 久慈サッカー
宮古市 山口ヤングパワーズ野球 浄法寺町 浄法寺バレーボール
〃 磯鶏バッファローズ 盛岡市 松園ジャガーズ

山田町 荒川 〃 緑が丘サッカー
普代村 堀内 遠野市 遠野空手道
金ヶ崎町 金ヶ崎柔道 前沢町 上野原ソフトボール
〃 三ヶ尻 宮古市 津軽石サーモンズ

花巻市 中根子 〃 高小野球
前沢町 上野原ソフトボール 花巻市 熊野
岩泉町 小川 一関市 少年柔道・禅塾
〃 小川バレーボール 〃 一関ミニバス

盛岡市 太田東サッカー 大船渡市 盛サッカー
〃 盛岡体操 山田町 山田南野球

釜石市 釜石スキー 釜石市 鵜住居野球
東和町 浮田 三陸町 吉浜
北上市 照岡 東和町 東和柔道
和賀町 和賀剣道 都南村 乙部レッドソックス
水沢市 ときわ剣道 〃 見前サッカー
〃 上町 水沢市 福原北

一関市 弥栄 北上市 笠松女子
〃 関が丘南 〃 大堤

玉山村 渋民サッカー 雫石町 下長山バレーボール
〃 好摩柔道 H4 北上市 村下少年野球

久慈市 久慈剣道 〃 口内
〃 小久慈スマイル 大船渡市 末崎野球

種市町 小子内第1アタックス 宮古市 花輪ジャイアンツ
H2 盛岡市 盛岡市バドミントン 〃 鍬ヶ崎剣道

〃 盛岡仁王ミニバス 久慈市 侍浜
釜石市 鵜住居スポーツ少年剣道団 久慈市 侍浜女子
宮古市 千徳ファイターズ 岩泉町 岩泉空手
〃 宮古サッカー 一関市 下黒沢

大船渡市 日頃市バレーボール 〃 市野々
花巻市 花巻柔道 釜石市 かっしジャイアンツ
水沢市 姉帯女子 花巻市 矢沢サッカー
久慈市 久慈湊カープ 水沢市 黒石
〃 新長内 〃 クラブ飛鷹

雫石町 大村小学校 東和町 東和中学校軟式庭球
東和町 東和中学校卓球 千厩町 小梨剣道
和賀町 和賀町柔道 盛岡市 もりにし柔道教室



年度 市町村名 スポーツ少年団 年度 市町村名 スポーツ少年団
H4 盛岡市 乙部剣心会 H9 一関市 東中田

岩手町 北山形ホッケー 一関市 赤荻
岩手町 沼宮内剣道 藤沢町 前沢中柔道
前沢町 前沢バレーボール 柴波町 古館スカイヤーズ
遠野市 上郷剣道 柴波町 赤石剣道
山形村 ブルーファイヤーズ 柴波町 赤沢
金ヶ崎町 西地区 岩手町 一方井野球
金ヶ崎町 永岡 新里村 蟇目野球
山田町 山田北野球 松尾村 松野
山田町 船越柔道 松尾村 寄木

H6 盛岡市 盛岡南部 松尾村 柏台
盛岡市 みたけなぎなた H10 陸前高田市 順道館岩崎道場
盛岡市 東松園ミニバス 大槌町 大槌町相撲
盛岡市 ウイングスサッカークラブ 大槌町 大槌町空手
盛岡市 盛岡南ペンギンズ 大槌町 安渡野球
盛岡市 盛岡フィギュアスケート 前沢町 白鳥野球
盛岡市 ドラムスケーティングクラブ 前沢町 白山ソフトボール
北上市 上野野球 柴波町 日詰サンダーズ
北上市 黒西ミニバスケットボール 岩手町 川口野球
北上市 和賀ゲートボール 岩手町 水堀
北上市 鬼柳ミニバスケットボール 岩手町 沼宮内ホッケー
北上市 飯豊中学校野球部 岩手町 浮島
東和町 東和バトミントン 金ヶ崎町 森山女子バレーボール
東和町 さつき 東和町 成島
山田町 大沢サッカー 東和町 東和町バレーボール
山田町 轟木小 室根村 室根柔道
滝沢村 大釜イーグルス H11 一戸町 一戸タイガーズ

H7 盛岡市 不来方空手道 前沢町 前沢中学校野球
北上市 とばせ野球 前沢町 目呂木
北上市 黒沢尻北地区サッカー 大野村 帯島
北上市 飯豊サッカー 大槌町 吉里吉里野球
北上市 北上北中野球 岩手町 沼宮内ミニバスケットボール

北上市 とばせサッカー 岩手町 沼宮内卓球
水沢市 真城ミニバスケットボール 岩手町 沼宮内卓球
大船渡市 立根野球 岩手町 川口ホッケー
釜石市 平田野球 花巻市 花北少年剣友会
釜石市 白山 東和町 東和中女子ソフトボール

宮古市 河南バスケットボール H12 大野村 向田ジャガーズ
宮古市 愛宕バスケットボール 釜石市 唐丹野球
宮古市 宮古柔道館 釜石市 鵜住居野球
宮古市 津軽石サッカー 前沢町 前沢バレーボール
宮古市 宮古西柔道 滝沢村 一本木バレーボール
久慈市 長内 H13 東和町 東和中バスケットボール

柴波町 赤石ソフトA（エース） 東和町 東和剣道
金ヶ崎町 太陽の子 北上市 更木ミニバスケットボール

金ヶ崎町 森山ソフトテニス 北上市 和賀巌身会
三陸町 越喜来女子 北上市 和賀東中サッカー
山田町 大沢ミニバスケットボール 北上市 北上大堤サッカー
岩泉町 門バレーボール 一戸町 一戸剣道

H8 柴波町 赤石野球 一戸町 一戸町柔道
江刺市 太田代 一戸町 奥中山高原
宮古市 宮古ボーイズ 一戸町 一戸野球
川崎村 薄衣 一戸町 小鳥谷剣道
川崎村 門崎 一戸町 奥中山剣道
岩手町 久保ホッケー 一戸町 宇別スキー

H9 一関市 滝沢 衣川村 衣川剣道



年度 市町村名 スポーツ少年団 年度 市町村名 スポーツ少年団
H13 水沢市 真城ミニバスケットボール H16 陸前高田市 広田町野球

久慈市 角柄クラブ 釜石市 小川野球
藤沢町 藤沢剣道 宮古市 宮古洗心館

H14 北上市 更木野球 久慈市 久慈中ランナーズ
北上市 和賀東中ソフトボール 久慈市 長内中野球クラブ
水沢市 東水沢常磐ミニバスケットボール 久慈市 大川目フェニックス
一関市 滝沢 久慈市 長内中学校サッカー
一関市 一関南FC 前沢町 母体バレーボール
一関市 一関サッカー 大槌町 吉里吉里サッカー
一関市 一関少年剣道 滝沢村 滝二中女子バレーボール

一関市 一関南ミニバスケットボール H17 花巻市 湯本サッカー
一関市 一関市ミニバスケットボール 花巻市 湯口
一関市 萩荘卓球 北上市 北上北中学校サッカー
一関市 東中田 北上市 黒西サッカー
一関市 マリンバレーボール 北上市 和賀東中野球
一関市 弥栄 北上市 北上警察署剣道さくら館

一関市 山目ミニバスケットボール 陸前高田市 長部野球
一関市 山谷 陸前高田市 小友町バレーボール

陸前高田市 小友町剣道 陸前高田市 矢作中学校
釜石市 栗林ラグビーバレーボール 遠野市 綾織野球
釜石市 栗林ゼブラ野球 宮古市 千徳ミニバスケットボール

宮古市 磯鶏 雫石町 橋場小バドミントン
宮古市 佐原タイガーズ 雫石町 南畑野球A
宮古市 千徳錬武館剣道 雫石町 南畑野球B
久慈市 久慈ソフトテニス 雫石町 西根小学校野球
久慈市 久慈ミニバスケットボール 岩泉町 龍泉洞J　・スターズ
葛巻町 五日市メッツ 滝沢村 滝沢南エコーズ
葛巻町 小屋瀬 玉山村 好摩ミニバスケットボール

柴波町 古館バスケットボール 室根村 浜横沢
矢巾町 矢巾バスケットボール 室根村 上折壁
矢巾町 矢巾ジュニアバドミントン 室根村 津谷川
東和町 土沢クリエイターズ 山形村 山形剣童会
金ヶ崎町 金ヶ崎卓球 山形村 霜畑
前沢町 前沢中学校ソフトボール 山形村 戸呂町
千厩町 千厩ミニバスケットボールクラブ H18 花巻市 桜台ミニバス
藤沢町 黄海文化 花巻市 花巻銀河ジュニアフットボールクラブ

衣川村 衣川村柔道 花巻市 若葉ミニバス
H15 盛岡市 土渕ボンバーズ 北上市 村下ミニバスケットボール

北上市 江釣子小ミニバスケットボール 北上市 北上中学校ソフトテニス

釜石市 大畑空手 一関市 中里フレンズサッカークラブ

久慈市 久慈水泳 一関市 舞川
久慈市 長内ミニバスケットボール 陸前高田市 気仙野球
遠野市 上郷野球 陸前高田市 米崎ソフトテニス
遠野市 青笹野球 釜石市 尾崎
宮古市 花輪サッカー 宮古市 崎山ジャイアンツ
葛巻町 葛巻サッカー 久慈市 長中
雫石町 安庭第一 久慈市 山根柔道
雫石町 安庭第三 久慈市 宇部中央野球クラブ
前沢町 前沢中学校バスケットボール 久慈市 久慈中学校サッカー
滝沢村 やまびこなぎなた 二戸市 金田一野球
滝沢村 巣子スピードスケート 葛巻町 葛巻町柔道

H16 北上市 飯豊剣友会 葛巻町 葛巻
北上市 江釣子中学校バスケットボール 雫石町 雫石小学校野球
北上市 きたかみ陸上競技 前沢町 前沢一輪車
北上市 二子ミニバスケットボール 室根村 折壁

陸前高田市 竹駒 室根村 釣子



年度 市町村名 スポーツ少年団 年度 市町村名 スポーツ少年団
H19 葛巻町 五日市ミニバスケットボール H23 一関市 中里きらりミニバス

花巻市 矢沢小ミニバス 一関市 （一関）滝沢ソフトテニス

盛岡市 渋民野球 大船渡市 立根ｊｒ’99
久慈市 侍浜柔道教室 大船渡市 綾里はまっこ
久慈市 久慈中ソフトテニス 久慈市 久慈少年野球クラブ
久慈市 長内中学校男子バスケット 久慈市 長内中学校女子バスケットボール

金ヶ崎町 かねがさきKIDSミニバスケットボール 久慈市 長内サッカー
陸前高田市 下矢作VBSS H24 花巻市 若葉ソフトクラブ
陸前高田市 小友町野球 一関市 小梨バレーボール
宮古市 千徳FC 一関市 千厩若駒女子ST
山田町 斉心館船越剣道 大船渡市 大船渡ソフトテニス
雫石町 橋場小スキー 大船渡市 大船渡野球
一関市 達古袋 久慈市 久慈バレーボール
一関市 山目ウイングスFC 二戸市 大村ストーンボーイズ
二戸市 米沢ファイターズ 雫石町 雫石町ミニバス
二戸市 福岡ジャガーズ 雫石町 雫石野球
藤沢町 新沼 雫石町 雫石町ソフトテニス

H20 花巻市 花巻西南 柴波町 上平沢
北上市 飯豊BC 柴波町 柴波町空手道
北上市 相去剣道スポーツ少年団若鵬道場 山田町 空手道豊志会
一関市 一関ベアーズ Ｈ25 盛岡市 仁王ジャイアンツ
一関市 松川 盛岡市 手代森ピューマーズ
一関市 長坂 盛岡市 オール津志田クラブ
一関市 東山FC・ｊｒ 盛岡市 米内ドジャーズ
一関市 東山若松 北上市 北上新体操クラブ
一関市 松川剣道 一関市 大東野球

陸前高田市 気仙リバースST 一関市 千厩女子バレーボール
大船渡市 末崎ミニバスケットボール 大船渡市 シールズ
大船渡市 大船渡一中女子ソフトテニス 大船渡市 赤崎ウェーブ
久慈市 長内中バレーボール 大船渡市 キッピン
久慈市 久慈中バスケットボール 大船渡市 常心門
雫石町 雫石レインボーズ 遠野市 鱒沢

H21 北上市 江釣子空手 遠野市 宮守空手道
北上市 北上ジュニアソフトテニス 遠野市 遠野リトルスターズスポーツクラブ

北上市 和賀東中ソフトテニス 宮古市 ＦＣ宮古フェニックス
北上市 和賀サッカー 宮古市 千徳小

陸前高田市 高田フットボールクラブ 宮古市 高小ミニバスケットボールＦＡＳＴ-ＢＲＥＡＫ.

大船渡市 さかり卓球 宮古市 和道会宮古空手
H22 北上市 南中ソフトボール 宮古市 サンライズ千徳

北上市 南中学校卓球 宮古市 田老リトルズ
北上市 南中学校バレーボール 雫石町 上長山バレーボール
北上市 北上中学校男子ソフトテニス 紫波町 紫波柔道
北上市 北上市バドミントンジュニア 紫波町 オックス紫波ラグビースクール

陸前高田市 広田町剣道 矢巾町 白沢ベアーズ
大船渡市 大船渡ミニバスケットボール 金ヶ崎町 金ヶ崎第一ＦＣ
久慈市 浜埜 Ｈ26 一関市 室根ソフトテニス
久慈市 天神堂ファイターズ 大船渡市 赤崎野球クラブ
久慈市 久慈ファイヤーズ 大船渡市 赤崎シャトルズ
雫石町 雫石中学校男子バレー闘魂 遠野市 達曽部
柴波町 長岡 宮古市 田老バレーボール
紫波町 佐比内 久慈市 寺里

H23 北上市 南中学校陸上 久慈市 久慈バレーボールクラブ

北上市 和賀東中学校男子バレーボール 久慈市 久慈ひまわりバレーボール

北上市 黒沢尻西野球 葛巻町 葛巻中学校サッカー
北上市 北上ｊｒ.新体操クラブ 雫石町 南畑スキーＡ
一関市 萩荘SC



年度 市町村名 スポーツ少年団 年度 市町村名 スポーツ少年団
H27 一関市 山目スポーツ少年団 H30 紫波町 紫波三中剣道

一関市 おうけつ野球 R元 一関市 大東バドミントン
一関市 藤沢野球クラブ 大船渡市 大船渡バレーボール

陸前高田市 横田野球 大船渡市 猪川野球クラブ
大船渡市 末崎中学校野球 大船渡市 末崎KID'S　BOY
遠野市 ヴァレンテとおのサッカー 久慈市 長内柔道
宮古市 磯鶏ミニバスケットボール 岩手町 岩手びっきぃ～ず
久慈市 久喜黒潮 紫波町 紫波一中男子バスケットボール

久慈市 侍浜クラブ 紫波町 紫波クラブ
久慈市 久慈中学校ソフトボール 野田村 野田フェニックス
滝沢市 滝沢JFCドリーム
金ケ崎町 金ケ崎町ミニバスケットボール

金ケ崎町 森山ソフトテニスジュニア

H28 盛岡市 月が丘ビクトリー
盛岡市 仙北ゼブラ野球
盛岡市 桜城野球
盛岡市 河北ベアーズ
北上市 和賀東野球
一関市 関小ヤンキーズ
大船渡市 大空塾
大船渡市 キッピンバレーボール
久慈市 長内中学校卓球
久慈市 大川目ブラッサムズ
久慈市 小久慈サンダース
遠野市 遠野一輪車クラブ
宮古市 宮古ミニバス
奥州市 常盤
奥州市 US水沢ファイターズ
矢巾町 矢巾女子VBSS

矢巾町 西徳田ブルーウイングス
H29 北上市 飯豊中学校男子ソフトテニス

一関市 興田中バレーボール
一関市 大東ブルースターズソフトボール

大船渡市 大船渡一中バレー部
大船渡市 大船渡市立第一中学校女子バスケットボール部

宮古市 田老一中シーガルス
遠野市 宮守
奥州市 はだミニバスケットボール

奥州市 水沢みなみミニバスケットボール

奥州市 前沢ジュニアソフトテニス

奥州市 前沢ジュニアサッカー
金ヶ崎町 金中バレークラブ
金ヶ崎町 金ヶ崎スマイリー

H30 北上市 いわさきソフトボール
一関市 萩荘

一関市 一関ソフトテニス
一関市 藤沢クラブＪｒ.
大船渡市 東北円成會
大船渡市 綾里はまなすソフトテニス

大船渡市 実戦空手道琢磨会
宮古市 宮古一輪車クラブ
久慈市 山形ジュニアベースボールクラブ

久慈市 大川目中バスケットボール

紫波町 紫波赤石バスケットボール

紫波町 紫波第一中学校女子バスケットボール

紫波町 紫波スイム


