
岩手県スポーツ少年団創設50周年記念表彰者

佐々木　一　夫（盛岡市）
平　賀　雄　一（盛岡市）
谷　藤　新　吉（盛岡市）
角　掛　　　博（盛岡市）
谷　藤　文　明（盛岡市）
高　橋　　　弘 
佐々木　　　勲 （水沢市）
駒　井　啓　三 （宮古市）

１．特別功労者（16名）

２．功労者（489名）

岩手県スポーツ少年団（198名）

柴　田　　　優（県スポーツ少年団指導者協議会）
八　幡　秀　男（安代町）
橋　爪　幸　平（大船渡市）
菊　地　淨　雄（県スポーツ少年団指導者協議会）
瀧　澤　邦　安（水沢市）
髙　橋　謙　治（西和賀村）
内　澤　由理子（軽米町）
和　野　しで子（県スポーツ少年団事務局）

川　村　　　勲
厨　川　英　雄
津　田　　　敬
畑　中　秀　作（久慈市）
金　野　　　誠（県教委事務局）
久　慈　正　巳（久慈市）
長　澤　佳　彦（県教委事務局）
神　﨑　　　勲（一関市）
佐々木　良　一（山田町）
及　川　克　郎（県教委事務局）
三　田　健二郎（県教委事務局）
添　田　　　均（県教委事務局）
千　葉　恵久夫（県指導者協議会）
安　倍　喜代二（県教委事務局）
新　渕　久　郎（花巻市）
藤　原　洋　治（県教委事務局）
春日川　寛　治（県教委事務局）
髙　橋　光　彦（県教委事務局）
鷹　觜　文　昭（県教委事務局）
藤　原　光　明（県教委事務局）
河　野　雅　人（県教委事務局）

田　村　　　忠（県教委事務局）
菊　池　正　樹（県教委事務局）
千　葉　義　輝（一関市）
細　川　佳　紀（県教委事務局）
三　浦　建　成（県教委事務局）
佐　藤　　　敦
久　保　正太郎
小　原　　　孝
舘　洞　勘一郎
岡　田　源次郎
坂　本　弘　泰
箱　崎　敬　吉
鈴　木　伸　一
麻　里　二　郎
広　田　政　夫
小　林　制　司
小　原　善　隆
清　水　慶　八
沢　藤　　　稔
小山田　敬　明
石　川　　　広
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伊　藤　昭　夫
小　野　　　昭
菊　池　則　夫
重　石　　　均
佐　藤　忠　四
照　井　　　功
小田中　勝四郎
村　井　良　造
西　郷　　　昇（県指導者協議会）
持　館　守　也
菊　池　三千雄
金　丸　則　夫
鈴　木　修　一
成　田　圭　司
川守田　　　信
白　澤　正　夫
袖　林　邦　夫
根　子　秀　雄
小野寺　孝　介
吉　田　　　博
山　口　信　夫
増　田　　　学
根　田　　　栄
宮　野　宏　一（県サッカー協会）
花　井　友三郎
菊　池　　　惇
多　田　誠　一
桝　沢　久　一
小　川　　　健
村　井　佑　吉
瀬　川　　　守
木　村　竜　男
藤　原　　　潔
茂　庭　隆　一
今　松　守　人
大　森　　　卓
駒ヶ嶺　啓　介（県指導者協議会）
鈴　木　宏　策
狩　原　康　宏

吉　田　敏　郎
萬　徳　福　治（県指導者協議会）
佐々木　耕悦郎
佐々木　健　一
小　川　富　也
熊　谷　金　平
小　泉　泰　助
高　橋　　　賢（和賀町）
金　澤　勝　己
田　村　政　雄
長　沢　常　人（県野球協会）
金　田　勝　徳
岩　崎　忠　衛
山　内　繁　雄（県教委事務局）
阿　部　国　二
菊　池　　　誠
吉　田　克　己（県バレーボール協会）
小笠原　達　夫（都南村）
若　山　繁　夫
佐々木　　　敦（県中体連）
井　上　孝　一
冨　手　松　蔵（花巻市）
千　葉　吉　也（一関市）
阿　部　　　豊（県体力テスト委員会）
及　川　　　浩（県ソフトボール協会）
松　村　　　諭（県卓球協会）
向井田　精　八
松　舘　完　一（県体協事務局）
佐　藤　善　夫（県PTA連合会）
小　形　隆　夫（盛岡市）
梅　原　愛　雄（岩手日報）
大　江　邦　男（県教委事務局）
及　川　勝　義（県中体連）
小野崎　　　彬（花巻市）
伊　澤　武　重（北上市）
藤　原　良　二（県野球協会）
皆　川　　　清（千厩町）
広　野　昭　二（江刺市）
佐　藤　　　勝（大船渡市）
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山　崎　忠　保（釜石市）
並　岡　武　男（軽米町）
豊　岡　　　進（県バスケットボール協会）
高　鷹　賢　司（県小学校体育研究会）
嶋　田　健　一（県教委事務局）
菊　池　道　政（大槌町）
高　見　吉　郎（県体力テスト委員会）
小山田　新　平（二戸市）
谷　藤　裕　明（県剣道連盟）
佐々木　　　康（前沢町）
大谷地　政　光（県ソフトボール協会）
須　崎　金之丞（滝沢村）
古　舘　英　彦（県教委事務局）
熊　谷　國　夫（滝沢村）
菅　原　文　治（一戸町）
飯　澤　忠　雄（大東町）
三　浦　芳　一（大東町）
髙　橋　悦　郎（松尾村）
高　橋　三　郎（滝沢村）
江　本　英　二（山形村）
細工藤　弘　巳（県柔道連盟）
阿　部　心　一（県サッカー協会）
一　守　文　夫（一戸町）
菊　池　　　正（遠野市）
佐々木　　　奨（雫石町）
前　川　清　志（雫石町）
佐　藤　鐵　治（東山町）
髙　橋　新　治（金ケ崎町）
菊　池　　　惠（大槌町）
三　浦　義　昭（岩泉町）
熊　谷　千　洋（県指導者協議会）
大　向　　　廣（県教委事務局）
河　野　好　宣（遠野市）
川　村　　　勝（雫石町）
遠　刕　　　啓（大槌町）
坂　本　功　二（雫石町）
太　田　郁　夫（県教委事務局）
工　藤　嘉　八（西根町）
菊　池　文　彰（遠野市）

小笠原　正　雄（石鳥谷町）
菅　原　　　昭（衣川村）
平　野　利　夫（東和町）
角　掛　孝　志（東和町）
三枚堂　　　進（大槌町）
藤　井　　　了（県体協事務局）
氏　家　運　作（県体協事務局）
及　川　増　德（遠野市）
長谷川　静　一（県教委事務局）
林　崎　正　邦（雫石町）
山野目　輝　雄（宮古市）
藤　井　喜　平（宮古市）
青　澤　一　義（大野村）
林　崎　慶　治（県指導者協議会）
立　花　多加志（県ソフトボール協会）
吉　田　洋　一（県ソフトテニス連盟）
川　井　正　敏（県体協）
佐　藤　弘　吉（県体協）
早　坂　富　夫（県体協）
伊　藤　周　一（県体協）
山　口　信　男（県体力テスト委員会）
工　藤　眞理子（県体力テスト委員会）
熊　谷　初　男（滝沢村）
佐　藤　良　夫（北上市）
及　川　暉　久（金ケ崎町）
岩　崎　敬　郎（県体協）
高　橋　善　行（花巻市）
熊　谷　芳　正（陸前高田市）
大　欠　清　身（一戸町）
幅　　　秀　哉（雫石町）
引　田　喜　徳（県体協）
大粒来　勝　男（県体協）
長谷川　良　久（紫波町）
穂　高　育　雄（田野畑村）
三　船　隆　久（普代村）
三　浦　明　夫（県体協）
塚　本　希　之（県体協）
藤　原　　　修（県体協）
菊　池　　　康（県体協）
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〈盛岡市〉

菊　池　　　哲  吉　田　泰　弘
小　原　　　博  千　葉　繁　夫
堀　田　佳　夫  熊　谷　一　三
阿　部　富美雄  赤　石　光　夫
今　野　正　男  伊　藤　昭　雄
早　坂　幸　雄  稲　村　明　子
坂　川　重　雄  吉　田　隆　一
小　原　文　男  吉　田　久　司
高　橋　　　章  荒　田　　　悟
荒　田　千　佳  大久保　　　隆
欠　端　　　学  阿　部　博　之
千代川　英　之  三　浦　由紀夫
藤　原　伸　哉  菊　池　正　亨

〈花巻市〉

坂　井　守　久  藤　井　信　政
菅　崎　恵　子  鎌　田　圭　悦
富　岡　　　淳  八重樫　昌　耕

〈北上市〉

高　橋　定　義  武　田　　　勝
高　橋　秀　樹  佐　藤　　　實
佐　藤　正　義  千　葉　幸　治
菊　池　公二郎  鬼　柳　孝　夫
後　藤　孝　夫  後　藤　治　子
小田島　廣　司  佐　藤　善　則
下　平　清　巳  照　井　悦　信
佐　藤　安　則  西　田　　　環
金　子　祥　明  髙　橋　義　見
高　橋　修　一  三　田　栄一郎
武　田　芳　栄  柏　葉　　　茂
吉　田　けい子  舘　川　和　義
鈴　木　茂　之  伊　藤　　　満
音　石　裕　士  遠　藤　公　雄
長　根　秀　悦
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市町村スポーツ少年団（291名）

〈一関市〉

皆　川　栄　光  伊　藤　珪　三
佐　藤　　　弘  菊　地　俊　郎
森　　　隆　志  佐　藤　　　久
茂　庭　嘉　幸  水　城　　　稔
安　東　正　利  水　城　直　子
小野寺　克　己  小　松　　　正
千　葉　郁　也  田　村　純　一
原　田　良　一  佐　藤　富　男
千　葉　　　伸  尾　形　秀　治
金　野　和　彦  小　野　　　順
小野寺　富　男  須　藤　雅　行
村　上　智　久  佐　藤　弘　郎
伊　藤　政　友  渡　辺　富　広
千　葉　俊　夫  喜多山　　　浩
千　葉　祐　一  畠　山　康　人
鈴　木　福　美

〈陸前高田市〉

吉　田　重　男  嶋　村　　　弘
新　沼　　　薫  金　濱　幹　也
岩　﨑　健　二  高　橋　昭　一

〈大船渡市〉

鈴　木　幹　雄  佐々木　悦　郎
田野崎　重　徳  菊　池　　　隆
谷　口　浩　三  白　﨑　静　江
白　﨑　陽　彦  山　内　文　範
千　葉　　　均  互　野　　　拡
永　澤　　　優  千　葉　　　琢
水　野　善　夫  佐　藤　健　一
岡　崎　守　雄  崎　山　信　広
黒　田　喜　一 紀　室　正　裕
谷　山　誠　志



〈釜石市〉

照　井　　　有  佐々木　宗　則
米　澤　　　明  栗　澤　京　一
下　村　恵　寿  平　野　政　嘉
粟　津　　　博  佐々木　清　海
内　野　秀　隆  藤　原　義　之

〈遠野市〉

三　浦　敬　造  奥　寺　正　明
工　藤　保　夫  金　濱　博　昭
小水内　智　子  菊　池　長　悦
菊　地　和　弘  熊　谷　義　弘
佐々木　浩　章

〈宮古市〉

中　村　融　平  石　崎　勝　正
川　目　互　朗  崎　山　　　貢
太長根　　　浩

〈久慈市〉

下　向　英　捷  石　崎　正太郎
越　戸　利　幸  川戸道　定　道
中　塚　忠　夫  坂　下　明　男
中　野　隆　安  下　舘　信　夫
佐々木　辰　蔵  佐々木　菊　男
大　向　毅　彦  西　川　一　弘

〈八幡平市〉

工　藤　孝　弘  古　川　景　二
佐々木　春　男  佐々木　牧　男
畠　山　定　美  工　藤　善　博
鈴　木　和　由  平　野　正　則
伊　藤　正　行  田　村　正　仁
仙　木　正　一

〈奥州市〉

佐　藤　健　一  及　川　菊　雄
滝　川　逸　雄  高　橋　　　徹
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及　川　　　忠  荻　原　正　恒
安　倍　　　進  菊　田　英　彦
岩　渕　勝　彦  稲　田　和　弘
大和田　健　司  佐　藤　年　宏
成　田　光　義  菊　地　辰　吉
佐　藤　正　明  菊　池　禎　一
高　野　節　男  千　田　　　久
菊　池　光　郎  菅　原　達　郎
菊　地　照　夫  阿　部　　　潔
菊　池　光　悦  千　葉　英　三
二階堂　郁　夫  石　川　正　弘
佐　藤　義　二  小野寺　利　光
佐　藤　一　則  及　川　　　明
千　葉　昭　徳  小野寺　英　司
加　藤　　　忠  熊　谷　泰　宏
高　橋　　　厚

〈滝沢市〉

吉谷地　晴　義  藤　村　由　美
觸　澤　国　男  佐　藤　静　子
角　田　公　平  松　尾　　　実
西　村　玲　子  熊　谷　　　元

〈岩手町〉

瀬　戸　信　人  瀬　戸　正　信
上　山　　　一  小細澤　一　行
宮　﨑　雄　司  久　保　良　子
武　田　吉　孝

〈葛巻町〉

田　向　次　雄  立　花　二三男
木　下　保　三  楢　木　　　智
石　角　則　行  下　道　喜美男

〈雫石町〉

坊屋鋪　俊　一  藤　本　勝　也
新　里　孝　博  佐々木　浩　子
桜小路　盛　夫  上　野　　　滋
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平　子　　　圭  上　野　　　哲
新　里　浩　人

〈紫波町〉

平　井　和　夫  高　橋　吉　見
生　内　正　昭  細　川　裕　司
北　田　一　夫  鈴　木　一　明
藤　原　修　一  畑　山　和　則

〈矢巾町〉

村　松　正　夫  野　中　伸　悦
佐　和　一　平  川　村　農　夫
藤　原　義　一  村　上　鉄　治
藤　村　達　也  菅　原　文　彦
吉　田　長　久  田　口　政　志
下河原　　　勝

〈金ケ崎町〉

千　葉　政　幸  髙　橋　正　彦
佐　藤　　　晃  鈴　木　武　広
鈴　木　英　朗  加　藤　武　則
老　川　重　男  平　　　吉　男
菊　池　理　享

〈平泉町〉

菊　地　俊　郎

〈山田町〉

荒　川　登氏郎  伊　藤　昭　子
佐々木　　　博  鈴　木　　　覚
卯名根口　　智  堀　合　清　和
福　士　　　忠  田　畑　作　典
小　山　慶　一  佐　藤　多智男
川　石　昭　人  倉　本　收　郎
川　口　徹　也  織　笠　　　豊
和　合　協　一  湊　　　照　雄
佐　藤　　　博  鈴　木　善　典
里　舘　敏　彦  佐々木　義　伸
木　村　庸　助

〈岩泉町〉

佐々木　　　勇  田　代　利　勝

〈軽米町〉

平　　　俊　彦  煙　山　美　和
佐　藤　暢　芳

〈一戸町〉

大　欠　久　雄  中　嶋　　　忍
松　舘　幸　夫  仁昌寺　　　博
小　森　正　三

〈西和賀町〉

髙　橋　　　仁  石　川　　　洵



〈盛岡市〉
永井ファイターズスポーツ少年団
大新スターズスポーツ少年団
城南スポーツ少年団
城北野球スポーツ少年団
仙北ゼブラ野球スポーツ少年団
桜城野球スポーツ少年団
松園イーグルスミニバススポーツ少年団
飯岡タイガーススポーツ少年団
河北ベアーズスポーツ少年団
みたけなぎなたスポーツ少年団
もりにし柔道教室スポーツ少年団
山岸サッカースポーツ少年団
盛岡ジュニア新体操スポーツ少年団
盛岡市ソフトテニススポーツ少年団
中野剣道スポーツ少年団
山岸剣道スポーツ少年団
不動会スポーツ少年団
盛岡南部スポーツ少年団
盛岡仙北サッカースポーツ少年団
城南剣道スポーツ少年団
ドラムスケーティングチームスポーツ少年団
県営武道館柔道教室スポーツ少年団
上田サッカースポーツ少年団
正修館スポーツ少年団

〈花巻市〉
矢沢サッカースポーツ少年団
花北少年剣友会スポーツ少年団
南城スポーツ少年団
花巻サッカースポーツ少年団
若葉野球クラブスポーツ少年団
松園ファイターズスポーツ少年団
桜台ミニバススポーツ少年団
高木小路スポーツ少年団
湯口剣道スポーツ少年団
宮野目野球スポーツ少年団

湯本剣道スポーツ少年団
花巻中剣道スポーツ少年団
湯本サッカースポーツ少年団
花巻北中剣道部スポーツ少年団
矢沢キッズスポーツ少年団
花巻ミニバスケットボールスポーツ少年団
若葉ミニバススポーツ少年団
花巻柔道スポーツ少年団
晨武館スポーツ少年団
島スポーツ少年団

〈北上市〉
北上修練館柔道スポーツ少年団
岩崎鬼剣舞スポーツ少年団
北上剣道スポーツ少年団
北上市バドミントンスポーツ少年団
江釣子柔道スポーツ少年団
北上中学校ソフトボールスポーツ少年団
北上中野球スポーツ少年団
東陵Ｊｒスポーツ少年団
和賀東中学校バスケットボールスポーツ少年団
北上中バスケットボールスポーツ少年団
北上スキースポーツ少年団
飯豊ＭＡＸ少年野球スポーツ少年団
北上中バレーボールスポーツ少年団
黒沢尻東野球スポーツ少年団
相去野球スポーツ少年団
黒沢尻東サッカースポーツ少年団
黒沢尻北スポーツ少年団
黒沢尻北ミニバスケットボールスポーツ少年団
江釣子ジュニアスポーツ少年団
上野中学校女子バスケットボールスポーツ少年団
黒東ミニバスケットボールスポーツ少年団
北北バスケットボールスポーツ少年団
黒西ミニバスケットボールスポーツ少年団
上野野球スポーツ少年団
鬼柳スポーツ少年団
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飛勢サッカースポーツ少年団
黒北サッカースポーツ少年団
北上北中野球スポーツ少年団
飛勢野球スポーツ少年団
北上飯豊ＦＣスポーツ少年団
和賀厳身会スポーツ少年団
北上大堤サッカースポーツ少年団
和賀東中学校ソフトボールスポーツ少年団

〈一関市〉
藤沢剣道スポーツ少年団
三関柔道クラブスポーツ少年団
室根柔道スポーツ少年団
東中田野球スポーツ少年団
一関サッカースポーツ少年団
厳美スポーツ少年団
若松クラブスポーツ少年団
千厩町柔道スポーツ少年団
清田スポーツ少年団
千厩愛宕剣道スポーツ少年団
千厩少年野球クラブスポーツ少年団
千厩ソフトボールスポーツ少年団
千厩ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
小梨野球スポーツ少年団
小梨桜町剣道スポーツ少年団
奥玉野球スポーツ少年団
磐清水スポーツ少年団
磐清水バレーボールスポーツ少年団

〈陸前高田市〉
高田野球スポーツ少年団
気仙リバースＳＴスポーツ少年団
広田町野球スポーツ少年団
小友町バレーボールスポーツ少年団

〈大船渡市〉
末崎地区青少年剣道育成協議会スポーツ少年団
大船渡北野球スポーツ少年団
赤蛸野球スポーツ少年団

立根野球スポーツ少年団
末崎野球スポーツ少年団
大船渡柔道スポーツ少年団
さかり野球スポーツ少年団
猪川バレーボールスポーツ少年団
大船渡市剣道スポーツ少年団
大船渡市スキースポーツ少年団
日頃市野球スポーツ少年団
ＦＣ  ＳＵＮ  ＡＬＴＵＳ大船渡スポーツ少年団
大船渡三陸ＦＣシーガルスポーツ少年団
大船渡野球スポーツ少年団
越喜来野球スポーツ少年団
綾里はまっこスポーツ少年団
おきらいバレーボールスポーツ少年団

〈釜石市〉
鵜住居野球スポーツ少年団
大畑空手スポーツ少年団
かっしジャイアンツ野球スポーツ少年団
ＦＣ釜石（釜石サッカー）スポーツ少年団
釜石ラグビースポーツ少年団
栗林ゼブラ野球スポーツ少年団
栗林ラビースポーツ少年団
小佐野クラウンスポーツ少年団
小佐野ミニバススポーツ少年団
唐丹野球スポーツ少年団
白山スポーツ少年団
浜っ子野球スポーツ少年団
日向ライナーズスポーツ少年団
平田野球スポーツ少年団

〈遠野市〉
上郷空手道スポーツ少年団
遠野野球スポーツ少年団
綾織野球スポーツ少年団
小友ベアーズ野球スポーツ少年団
附馬牛野球スポーツ少年団
松崎野球スポーツ少年団
土淵野球スポーツ少年団
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青笹野球スポーツ少年団
上郷野球スポーツ少年団
宮守スポーツ少年団
達曽部スポーツ少年団
鱒沢スポーツ少年団
遠野空手道スポーツ少年団
遠野ダークホースＪｒ．スポーツ少年団
遠野剣道スポーツ少年団

〈宮古市〉
宮古少年柔道教室スポーツ少年団
宮古ひばりスポーツ少年団
ＦＣ宮古フェニックススポーツ少年団
宮古ボーイズスポーツ少年団
花輪サッカースポーツ少年団
千徳ミニバスケットボールスポーツ少年団
山口ヤングパワーズ野球スポーツ少年団
千徳錬武館剣道スポーツ少年団
磯鶏バッファローズスポーツ少年団
津軽石サーモンズスポーツ少年団
磯鶏ミニバスケットボールスポーツ少年団
尚志館剣道スポーツ少年団
花輪ジャイアンツスポーツ少年団
和道会宮古空手スポーツ少年団
新里サンボーイズスポーツ少年団
蟇目野球スポーツ少年団
田老リトルズスポーツ少年団
田老卓球スポーツ少年団
田老空手道スポーツ少年団
田老ジュニアシーガルズスポーツ少年団

〈久慈市〉
小久慈プレイヤーズスポーツ少年団
侍浜スポーツ少年団
久慈湊オリオンズスポーツ少年団
新長内スポーツ少年団
寺里スポーツ少年団
久慈少年野球クラブスポーツ少年団
久慈ファイヤーズスポーツ少年団

久慈ミニバスケットボールスポーツ少年団
三船十段記念館柔道スポーツ少年団
高砂スポーツ少年団

〈八幡平市〉
八幡平市剣道スポーツ少年団
大更サッカースポーツ少年団
田頭野球スポーツ少年団
寺田野球スポーツ少年団
寺田相撲スポーツ少年団
田山スポーツ少年団
松野スポーツ少年団
寄木スポーツ少年団
柏台スポーツ少年団
安代ソフトテニススポーツ少年団

〈奥州市〉
水沢佐倉河剣道スポーツ少年団
ときわ剣道スポーツ少年団
水沢南剣道スポーツ少年団
真城剣道スポーツ少年団
真城ジュニアバレーボールスポーツ少年団
真城野球スポーツ少年団
飛鷹ミニバスケットボールスポーツ少年団
水沢南少年野球団スポーツ少年団
常盤スポーツ少年団
東水沢常盤ミニバスケットボールスポーツ少年団
姉体スポーツ少年団
佐倉河ミニバスケットボールスポーツ少年団
ＵＳ水沢ファイターズスポーツ少年団
ＳＳスポーツ少年団
水沢みなみミニバスケットボールスポーツ少年団
水沢サッカースポーツ少年団
水沢ユナイテッドＦＣイーストスポーツ少年団
岩谷堂ミニバススポーツ少年団
岩谷堂スポーツ少年団
愛宕剣道スポーツ少年団
田原スポーツ少年団
愛宕野球スポーツ少年団
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伊手ミニバスケットボールスポーツ少年団
伊手スポーツ少年団
米里野球スポーツ少年団
米里剣道スポーツ少年団
玉里剣道スポーツ少年団
梁川剣道スポーツ少年団
ドリームイーストミニバスケットスポーツ少年団
稲瀬スポーツ少年団
江刺サッカースポーツ少年団
白鳥スポーツ少年団
上野原野球スポーツ少年団
白山野球スポーツ少年団
前沢北野球スポーツ少年団
前沢ソフトボールクラブスポーツ少年団
目呂木野球スポーツ少年団
前沢剣道スポーツ少年団
前中剣友スポーツ少年団
前沢野球スポーツ少年団
前沢柔道スポーツ少年団
前沢中学校バドミントンスポーツ少年団
前沢ソフトテニススポーツ少年団
前沢中学校サッカースポーツ少年団
前沢バレーボールスポーツ少年団
ＭＪＢＣスポーツ少年団
前中バレーボールスポーツ少年団
前沢中学校ソフトボールスポーツ少年団
前沢ジュニアサッカースポーツ少年団
南都田ミニバススポーツ少年団
南都田ソフトテニススポーツ少年団
胆沢スキースポーツ少年団
やなぎ野球スポーツ少年団
衣川柔道スポーツ少年団

〈滝沢市〉
鵜飼サッカークラブスポーツ少年団
滝沢柔道スポーツ少年団
滝沢ミニバスケットボールスポーツ少年団
川前スポーツ少年団
巣子野球スポーツ少年団

滝沢剣道スポーツ少年団
滝沢なぎなたスポーツ少年団
竹の子スポーツ少年団
滝二中女子バスケットボールスポーツ少年団
一本木バレーボールスポーツ少年団
やまびこなぎなたスポーツ少年団
巣子スピードスケートスポーツ少年団

〈岩手町〉
沼宮内柔道スポーツ少年団
沼宮内剣道スポーツ少年団
一方井ホッケースポーツ少年団
久保ホッケースポーツ少年団
浮島スポーツ少年団
川口ホッケースポーツ少年団
岩瀬張卓球スポーツ少年団

〈葛巻町〉
葛巻タイガーススポーツ少年団
五日市メッツスポーツ少年団
葛巻サッカースポーツ少年団
小屋瀬スポーツ少年団
葛巻スポーツ少年団

〈雫石町〉
雫石町サッカースポーツ少年団
南畑スキーＡスポーツ少年団
西根小学校相撲スポーツ少年団
西根小学校スキースポーツ少年団

〈紫波町〉
日詰サンダーススポーツ少年団
古館バスケットボールスポーツ少年団
古館スカイヤーズスポーツ少年団
古館バレーボール（女子）スポーツ少年団
水分スポーツ少年団
赤石野球スポーツ少年団
日詰剣道スポーツ少年団
赤石剣道スポーツ少年団

資料編



片寄スポーツ少年団
赤石ソフトボールＡスポーツ少年団
上平沢スポーツ少年団
紫波三中剣道スポーツ少年団

〈矢巾町〉
矢巾卓球スポーツ少年団
佐和道場スポーツ少年団
矢巾ソフトテニススポーツ少年団
矢巾アローズスポーツ少年団
矢巾バレーボール男子スポーツ少年団
矢巾バレーボールスポーツ少年団

〈金ケ崎町〉
金ケ崎柔道教室佐々木塾スポーツ少年団
金ケ崎サッカースポーツ少年団
森山ソフトボールスポーツ少年団
三ケ尻剣道スポーツ少年団
森山ソフトテニススポーツ少年団
森山女子バレーボールスポーツ少年団
太陽の子スポーツ少年団
金ケ崎卓球スポーツ少年団
金ケ崎中野球クラブスポーツ少年団
金ケ崎剣道スポーツ少年団

〈平泉町〉
スポ少平泉クラブスポーツ少年団
平泉バレーボールスポーツ少年団
長島野球スポーツ少年団
長島バレーボールスポーツ少年団
平泉柔道スポーツ少年団

〈山田町〉
山田空手道スポーツ少年団
山田シーガルズミニバスケットボールスポーツ少年団
山田ドルフィンズミニバスケットボール女子スポーツ少年団

山田野球スポーツ少年団
斉心館山田剣道スポーツ少年団
斉心館船越剣道スポーツ少年団
豊間根ミニバスケットボールスポーツ少年団
荒川スポーツ少年団
ＦＣ山田ヴェルエーニスポーツ少年団
豊間根野球スポーツ少年団
山田愛信館柔道スポーツ少年団
大沢野球スポーツ少年団

〈岩泉町〉
龍泉洞・Ｊスターズスポーツ少年団
岩泉サッカースポーツ少年団
岩泉バレーボールスポーツ少年団
小本スポーツ少年団
岩泉剣道スポーツ少年団
小川ウイングススポーツ少年団

〈軽米町〉
軽米雁舞館スポーツ少年団
山内卓球スポーツ少年団
軽米中野球スポーツ少年団
軽米ソフトテニススポーツ少年団

〈一戸町〉
奥中山高原スポーツ少年団
小鳥谷五月館剣道スポーツ少年団
一戸剣道スポーツ少年団
一戸町柔道スポーツ少年団
一戸野球スポーツ少年団

〈西和賀町〉
沢内ジュニアスポーツ少年団
湯田ジュニアレーシングスポーツ少年団
湯田卓球スポーツ少年団
湯田キッズ野球スポーツ少年団
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〔一般企業〕

岩鷲会（商工中金盛岡ユース会）

〔競技団体〕

公益社団法人岩手県サッカー協会
一般財団法人岩手県スキー連盟
岩手県ホッケー協会
岩手県バレーボール協会
岩手県バスケットボール協会
岩手県ソフトテニス連盟
岩手県卓球協会
岩手県野球協会
岩手県柔道連盟
岩手県ソフトボール協会
岩手県バドミントン協会
岩手県剣道連盟
岩手県空手道連盟

〔市町村スポーツ少年団〕

盛岡市スポーツ少年団
花巻市スポーツ少年団
北上市スポーツ少年団
一関市スポーツ少年団
陸前高田市スポーツ少年団
大船渡市スポーツ少年団
釜石市スポーツ少年団
遠野市スポーツ少年団
宮古市スポーツ少年団

久慈市スポーツ少年団
二戸市スポーツ少年団
八幡平市スポーツ少年団
奥州市スポーツ少年団
滝沢市スポーツ少年団
岩手町スポーツ少年団
葛巻町スポーツ少年団
雫石町スポーツ少年団
紫波町スポーツ少年団
矢巾町スポーツ少年団
金ケ崎町スポーツ少年団
平泉町スポーツ少年団
住田町スポーツ少年団
大槌町スポーツ少年団
山田町スポーツ少年団
岩泉町スポーツ少年団
軽米町スポーツ少年団
一戸町スポーツ少年団本部
西和賀町スポーツ少年団
洋野町スポーツ少年団
田野畑村スポーツ少年団
普代村スポーツ少年団
野田村スポーツ少年団
九戸村スポーツ少年団

〔市町村体育協会〕

社団法人一関市体育協会
財団法人大船渡市体育協会

４．感謝状（49団体）
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