
◯宮崎県スポーツ少年団表彰（１）
延岡市

宮崎市 串間市 西都市 都城市

宮崎市 高原町 高原町 三股町
串間市 延岡市 宮崎市 五ヶ瀬町
えびの市 日之影町 高鍋町 日向市
高原町 都城市 えびの市 宮崎市
都城市 宮崎市 門川町 宮崎市
高千穂町 串間市 門川町 川南町
高千穂町 宮崎市 野尻町 清武町

宮崎市 都農町 都農町 西都市

新富町 門川町

宮崎市 宮崎市 高城町 宮崎市

宮崎市 高鍋町 高千穂町 西都市

宮崎市 都農町 宮崎市 都城市

小林市 串間市 延岡市

高原町 延岡市 宮崎市 国富町

串間市 門川町 高千穂町 高千穂町

延岡市 都城市 延岡市 宮崎市
三股町 宮崎市 高城町 野尻町

串間市 高城町 宮崎市 高崎町

串間市 西都市 新富町

宮崎市 田野町 新富町

宮崎市 南郷町 西都市

五ヶ瀬町 宮崎市 綾　町 西都市

延岡市 日南市 綾　町 川南町
田野町 串間市 高千穂町 川南町
宮崎市 三股町 都城市 えびの市

小林市 山之口町 野尻町 宮崎市
新富町 高城町 宮崎市 宮崎市

諸塚村 新富町 高崎町 五ヶ瀬町

都農町 宮崎市 高城町

門川町 高崎町 都城市

高崎町 延岡市 新富町 高鍋町

延岡市 日南市 山之口町 西都市

串間市 高城町 高千穂町

高岡町 高原町 高城町 五ヶ瀬町

串間市 川南町 都城市 延岡市
宮崎市 都農町 日向市 延岡市

宮崎市 五ヶ瀬町 新富町 延岡市

五ヶ瀬町 西都市 宮崎市

高原町 えびの市 宮崎市

宮崎市 川南町 高城町

田野町 串間市 小林市

延岡市 えびの市 門川町 都城市

三股町 高崎町 高鍋町 都城市
北浦町 三股町 綾　町 新富町
川南町 宮崎市 都城市 新富町
諸塚村 高崎町 山之口町 宮崎市

高城町 高鍋町 高城町 日向市

宮崎市 西都市 須木村

小林市 北川町 延岡市 高鍋町

高岡町 宮崎市 日向市 高千穂町

五ヶ瀬町 宮崎市 東郷町 高城町

宮崎市 西都市 高千穂町 都城市

日之影町

昭和６０年

昭和６１年

七ツ山剣道スポーツ少年団

狭野剣道スポーツ少年団

昭和５７年度 昭和６２年度

大久保　宏二

栗須少女バレーボールスポーツ少年団

都農剣道スポーツ少年団

井口　　直

境　　和彦
山本　　明
平田　幸男

古谷　兌子

西池隼スポーツクラブ

高橋　政利 山口　鉄雄
松嶋　重美 秋山男・女バレーボールスポーツ少年団

荒川　幸一

長野　　工

宮崎　五作

江平小スポーツ少年団

都農柔道スポーツ少年団

昭和６３年度

清水　栄四郎
吉留　蔵雪 藤原　　誠
萩原　良久

高城バレーボールスポーツ少年団

蛯原　拡輝

河野　隆吉

津曲　保夫

越智　義治

鈴木　藤見

甲斐　富嘉

潮見スポーツ少年団

小林野球スポーツ少年団

長友　栄次

昭和５９年度

原田　幸三

寺原　郁一

渡辺　末四郎

祝吉オリオンズスポーツ少年団

賢武館スポーツ少年団

富岡　芳彦

頭師　義明

三浦　　正
小田口　忠夫

高城野球スポーツ少年団

夢想庵スポーツ少年団

鰐塚ジャイアンツスポーツ少年団

石井　隆年

臼井　正人

坂本小道心会スポーツ少年団

大淀イーグルススポーツ少年団

小八重　成夫

猿渡　　達

鈴木　利雄

小城　尚吉

塚田　実義

水崎　　桜

河野　忠義
内門　光雄

高岡錬士館スポーツ少年団

高千穂第１スポーツクラブ

昭和５８年度

勝岡スポーツ少年団

有明スポーツ少年団

新富剣道スポーツ少年団

田中　庄市
北辰館スポーツ少年団

上西　和晴
河野　直行

中田　顕光

山北　　修

本田　賜生

安部　　勇

大戸　静男

椎木　正身

西畑　直男

多田　重二

三ヶ所スポーツ少年団

隅　　清昭

多田　禎作

内田　道俊

東　　藤男
樺山スポーツ少年団

有水野球スポーツ少年団

広原サッカースポーツ少年団

川南剣道スポーツ少年団

都農小サッカースポーツ少年団

鞍岡小（学心会）スポーツ少年団

平成２年度

大坪　　昇

飛高　博明

浜本　東海夫

倉潭　教昭
油津クラブスポーツ少年団

長山　威洋

江藤　　強

平成元年度

柿塚　国男

高千穂剣道尚武館スポーツ少年団

ホワイトヤンキーススポーツ少年団

小川　新一

奥松　　武

田爪　正次

樋口　和夫
平良　政和
村上　勝六
山下　徳男

門川サッカースポーツ少年団

門川柔道スポーツ少年団

心明館スポーツ少年団

高崎小スポーツ少年団

高鍋剣友スポーツ少年団

平成３年度

赤木　陽一

大村　宣賢

池上　　昂

井崎　　悟

鈴木　政治

原田　種英

東　　一夫

村上　　正
綾ヤンキーススポーツ少年団

岩戸少年剣道スポーツ少年団

小山田　　敏

甲斐　定義
高橋　民弘
谷口　孝一

徳地　市次

新田少年剣道スポーツ少年団

山之口さくらバレーボールスポーツ少年団

有村　洋一

植村　　貢
尾崎　一夫

平成５年度

上長飯わかばスポーツ少年団

紙屋少女バレーボールスポーツ少年団

静充館スポーツ少年団

高崎小スポーツ少年団

恒久グリーンナインスポーツ少年団

縄瀬スポーツ少年団

古屋　憲治
綾少女バレーボールスポーツ少年団

都城サッカースポーツ少年団

山之口麓小野球スポーツ少年団

石山スポーツ少年団

川口　朝市

末次　政信

杉野　栄一

東　　成也

姫野　哲夫

大管ソフトボールスポーツ少年団

平成６年度

加藤　　徹

中村　和男

島野浦野球スポーツ少年団

日知屋クラブスポーツ少年団

福瀬少女バレーボールスポーツ少年団

押方小スポーツ少年団

甲斐　弘記

新富少年剣道スポーツ少年団

平成４年度

平田　昭彦

小畑　正照

玄武館剣道スポーツ少年団

西川　義孝
九平サダエ

日髙　一光

内海ジャイアンツスポーツ少年団

妻北野球スポーツ少年団

枦山　健一

木脇ソフトスポーツ少年団

上野玄武館スポーツ少年団

上長飯剣友スポーツ少年団

東海ライダーススポーツ少年団

少林寺拳法高千穂スポーツ少年団

宮崎空手クラブスポーツ少年団

緑ヶ丘少年野球クラブスポーツ少年団

黒潮スポーツ少年団

高崎ジャイアンツスポーツ少年団

洗心館スポーツ少年団

栗須野球スポーツ少年団

岡田　輝夫

木村　　肇

吉野　文雄

平成７年度

甲斐　清治
宮下　徳義

木田　　務
森　　信行

西小野球スポーツ少年団

長谷川義明

貫心館スポーツ少年団

平成８年度

中井　洋幸

くすのきスポーツ少年団

楠原　松治

松崎　繁春

石山少女バレーボールスポーツ少年団

甲斐　順生
石田　　操

永井　良雄

多宝　　稔

松木　良政

鬼塚　新一
曾我部　　英

飯干　和洋
高鍋東小野球スポーツ少年団

橋口　幸男

秋岡　正章

五ヶ瀬町上組剣道スポーツ少年団

南方クラブスポーツ少年団

妻南バードスポーツ少年団



◯宮崎県スポーツ少年団表彰（２）
高城町 南郷町 小林市

三股町 宮崎市 南郷町 椎葉村

延岡市 宮崎市 五ヶ瀬町 高原町
宮崎市 宮崎市 清武町 延岡市
宮崎市 綾　町 都城市 都城市
小林市 新富町 都城市 宮崎市
新富町 新富町 国富町 宮崎市

日向市 北川町 国富町 宮崎市

都城市 延岡市 椎葉村

都城市 西都市 西都市

都城市 串間市 都城市 宮崎市

野尻町 日向市 都城市 宮崎市
川南町 高原町 都城市 宮崎市
宮崎市 宮崎市 都城市 高城町
宮崎市 宮崎市 延岡市 高城町
宮崎市 延岡市 西都市 高城町

宮崎市 高鍋町 宮崎市 宮崎市

国富町 新富町 宮崎市

えびの市 国富町 宮崎市

都城市 日向市 宮崎市 宮崎市

都城市 都城市 宮崎市 宮崎市

野尻町 都城市 都城市 宮崎市

串間市 山之口町 宮崎市

三股町 宮崎市 日向市 都城市

高城町 宮崎市 日向市 都城市
宮崎市 宮崎市 日向市 高鍋町
延岡市 宮崎市 宮崎市 宮崎市
山之口町 宮崎市 三股町 宮崎市
山之口町 延岡市 三股町 宮崎市

日向市 都城市 宮崎市

木城町 串間市 西都市 宮崎市

木城町 串間市 西都市 日向市

川南町 都城市 西都市

宮崎市 西都市 西都市 宮崎市

宮崎市 西都市 宮崎市

宮崎市 西都市 宮崎市 宮崎市

高鍋町 新富町 宮崎市 宮崎市
高鍋町 新富町 宮崎市 高原町
都城市 宮崎市 清武町 高原町
都城市 宮崎市 山田町 日南市
五ヶ瀬町 宮崎市 山田町 野尻町
新富町 宮崎市 宮崎市 清武町
日向市 都城市 宮崎市 清武町
日向市 都城市 三股町 宮崎市
延岡市 串間市 三股町 宮崎市
宮崎市 高城町 国富町 宮崎市
宮崎市 新富町 国富町 三股町

高鍋町 綾　町 串間市 三股町

都城市

都城市 宮崎市 都城市 宮崎市

都城市 宮崎市 都城市 宮崎市
五ヶ瀬町 宮崎市 都城市 宮崎市
日向市 小林市 宮崎市 宮崎市

延岡市 新富町 宮崎市 宮崎市

山之口町麓はまゆうバレーボールスポーツ少年団

坂本少女バレーボールスポーツ少年団 田代　英敏 山口　数博 池野　充宥
キングスポーツ少年団 東　　万作 赤木　栄一 河野　早苗
旭サンダーズ少年野球スポーツ少年団 重永　保男 山田　敏彰 森﨑　忠信

東小タイガーススポーツ少年団 平成１３年度 平成１６年度 平成２０年度
東小ドラゴンズスポーツ少年団 林田　敦子 税所　範寿 年見　健一
上長飯剣友クラブスポーツ少年団 西内　重夫 横山　富美夫 川崎　久則

尚礼館スポーツ少年団 高城野球スポーツ少年団 八代小スポーツ少年団 高岡警察少年柔道スポーツ少年団

赤江白虎スポーツ少年団 上新田野球クラブスポーツ少年団 少女バレーいわきスポーツ少年団 三股サッカースポーツ少年団

高鍋東小バレーボールスポーツ少年団 綾ヤンキーススポーツ少年団 笠祇小スポーツ少年団 勝岡少女バレーボールスポーツ少年団

児玉　　実 庄内青空スポーツ少年団 西池ブルドッグスポーツ少年団 窪田　清士
塩月　雅久 梅北球友スポーツ少年団 勝岡野球スポーツ少年団 少林寺拳法宮崎青島スポーツ少年団

仲西　哲男 大束少年野球スポーツ少年団 宮村少年剣道スポーツ少年団 大塚台少年野球クラブスポーツ少年団

大久保　平 宮崎スターズスポーツ少年団 森島　　寛 岡崎　立夫
後藤　信明 大淀イーグルススポーツ少年団 福田　正郎 山川　和彦
武藤　政宣 木花ジャガーズスポーツ少年団 西池ジュニアスポーツ少年団 黒木隆一郎

井上　弘成 鬼塚　新一 飯田　武仗 中村　武文
緒方　博俊 髙須　富美雄 湯浅　一正 芝田　啓介
松尾　武久 小戸養心館スポーツ少年団 崎田　要司 増田　仁志

小西　孝男 田爪　正信 三納野球スポーツ少年団 鈴木　藤見

押川　春男 冨田　宗親 平成１５年度 徳沢　邦夫

菅　　　薫 中武　淳一 清　　澄隆 森山　茂樹

鎌田　勝敏 畑山　健男 三財野球スポーツ少年団 宮崎玉竜クラブスポーツ少年団

間世田　辰郎 安武　稔男 都於郡野球スポーツ少年団 大王谷サッカースポーツ少年団

清原　伸一 長友　久敬 穂北野球スポーツ少年団 平成１９年度

富吉ひまわりバレーボールスポーツ少年団 関　　寿昭 少林寺流空手道錬心館三股西スポーツ少年団 木花修心館スポーツ少年団

山之口野球スポーツ少年団 丸山　博司 三股少女バレースポーツ少年団 高岡錬士館スポーツ少年団

平成１０年度 鈴木　勝彦 志比田スポーツ少年団 広瀬サッカースポーツ少年団

高城剣道スポーツ少年団 仲間　忠臣 是澤　利秋 西　　純俊
朱雀館道場スポーツ少年団 益山　忠則 赤木　保吉 馬場　善文
延岡南少年野球クラブスポーツ少年団 吉川　利雄 神武館スポーツ少年団 鰐塚ジャイアンツスポーツ少年団

栗須バレーボールスポーツ少年団 乙房野球スポーツ少年団 塚田　一廣 有馬　宗忍
福島剣道スポーツ少年団 平成１２年度 永田　利昭 下園　光典
三股柔道スポーツ少年団 徳田　英雄 十屋　幸平 小玉　忠宏

倉園　正一 国富ドッグベアーズスポーツ少年団 平成１４年度 小城　尚雄
都城スイミングスポーツ少年団 高松ソフトスポーツ少年団 佐藤　満穂 根井　二男
五十市ＦＣスポーツ少年団 祝吉小剣道クラブスポーツ少年団 田岡　正和 伊星　建蔵

菱井　国久 延岡スイミングクラブスポーツ少年団 都於郡バレーボールスポーツ少年団 亀澤　俊男

黒木　福美 高鍋西区バレーボールスポーツ少年団 白藤スポーツ少年団 宮崎東サッカースポーツ少年団

齋藤　初行 新富柔道スポーツ少年団 宮崎振武館スポーツ少年団 平成１８年度

黒木　善久
中村　紘二 宮崎メッツスポーツ少年団 丸野ライガーススポーツ少年団 江内谷　正美
谷口　克臣 明道館スポーツ少年団 恒富レッドナインスポーツ少年団 奥　　保彦

稲田　勝重 高原剣道スポーツ少年団 都城西小剣道スポーツ少年団

平成１７年度

室田　定伸 武田　康彦 乙房小剣道スポーツ少年団 丸山　宗生

前田　　宏 佐藤　　保 鷹尾ホークススポーツ少年団 南園　芳雄

中山　文男 原田　秀秋

住吉76スポーツ少年団

塩見サッカースポーツ少年団 今井　次郎 山内　千秋 木花パワーズスポーツ少年団

平成９年度 海江田　恒輝 島田　盛幸 松尾イーグルススポーツ少年団

保田　篤則
宮崎東道院スポーツ少年団 坂田　英二 立野　幸雄 五十市タイガーススポーツ少年団

永久津野球スポーツ少年団 渡邊　昭仁 西野　榮次 宮崎バッファロースポーツ少年団

志戸本　俊太郎
長田ソフトボールスポーツ少年団 原　　敏彦 河野　正達 松岡　憲三郎
片田ソフトボールスポーツ少年団 押川　洋子 藤岡　富生 白石　富雄

有水バレーボールスポーツ少年団 平成１１年度 平田　昭彦

宮崎球友スポーツ少年団 西森　哲雄 弓削　嗣彦

上新田少年剣道スポーツ少年団 橋口　哲男 上園　幸雄

栫井　文明



◯宮崎県スポーツ少年団表彰（３）
えびの市 小林市 都城市 宮崎市
串間市 国富町 都城市 三股町
都農町 門川町 都城市 日南市

都農町 高千穂町 都城市 日南市

宮崎市 高原町 西都市

宮崎市 宮崎市 高原町 宮崎市

宮崎市 宮崎市 門川町 宮崎市
宮崎市 延岡市 門川町 宮崎市

宮崎市 延岡市 国富町 国富町

都城市 五ヶ瀬町 国富町

宮崎市 都城市 串間市

宮崎市 新富町 三股町 日南市

宮崎市 門川町 宮崎市 都城市
宮崎市 門川町 都城市 日向市
延岡市 国富町 都城市 三股町
延岡市 高鍋町 都城市 三股町
都城市 延岡市 門川町 宮崎市
都城市 延岡市 国富町 宮崎市
都城市 高千穂町 五ヶ瀬町 都城市
高原町 都城市 串間市 都城市

高鍋町 都城市 西都市 日南市

綾　町 串間市 三股町

宮崎市 三股町 宮崎市

宮崎市 国富町 宮崎市 宮崎市

宮崎市 国富町 宮崎市 宮崎市

宮崎市 小林市 宮崎市 都城市

宮崎市 国富町 都城市

都城市 新富町 国富町 日向市

美郷町 新富町 国富町 日向市

美郷町 門川町 都城市 国富町

高鍋町 都城市 宮崎市

宮崎市 高鍋町 都城市 都城市

宮崎市 都城市 都城市 国富町

宮崎市 都城市 小林市

宮崎市 都城市 小林市 宮崎市

都城市 国富町 小林市 都城市
都城市 国富町 木城町 都城市
都城市 国富町 宮崎市 日向市
日南市 宮崎市 宮崎市 日向市
日南市 宮崎市 国富町 日南市
小林市 高千穂町 国富町 日南市
国富町 串間市 都城市 宮崎市
国富町 門川町 都城市 宮崎市
高鍋町 都城市 都城市 日南市
高鍋町 都城市 西都市 都城市
門川町 国富町 西都市 都城市

門川町 国富町 木城町 都城市

宮崎市 国富町 都城市

宮崎市 新富町 三股町

都城市 宮崎市 三股町

都城市 三股町

都城市 宮崎市 日南市

都城市 宮崎市 日南市

延岡市 都城市 日向市

太田　民雄
高岡松濤館スポーツ少年団

檍北バレーボールスポーツ少年団

山之口麓野球スポーツ少年団

高崎少女バレーボールスポーツ少年団

木之川内サッカースポーツ少年団

沖水スポーツ少年団

城ジュニアバレーボールスポーツ少年団

高橋　義照

平成２５年度

新田少年野球クラブスポーツ少年団

田上　孝行

瀬戸山　浩二木花バレーボールスポーツ少年団

山崎　照二 平角　達美

松尾　久丸 鈴木　義隆

村田　和優
蓑尾　武一
汐元　英雄
上ノ薗　富雄
川﨑　　信
日髙　信雄
笠　　新也
長友　正充
岩田　　誠

少林寺拳法西郷スポーツ少年団

西郷スポーツ少年団

平成２２年度

後藤　時光

田原　義宣

川越　　勝

佐谷野　力

宮越　祥二朗
福寿　富弘

拂山　輝男
坂田　一男
飛高　博明

黒木　仁義
宮崎神武館スポーツ少年団

住吉サッカースポーツ少年団

大宮小バレースポーツ少年団

田野サッカースポーツ少年団

宮崎地区柔道教室スポーツ少年団

平成２１年度

矢野　　治

飯干　喜作

湯浅　由雄
押川　隆徳

宇戸田　萬四郎
岩切　佳三
西畑　文稔

ランバーズ野球スポーツ少年団

近藤　英明

本庄少女バレースポーツ少年団

西階FCスポーツ少年団

松元　敏廣

田ノ上　伸一
柿木　光明
多田　隆志

古屋　憲治

福満　文夫
赤江小スポーツ少年団

統武館スポーツ少年団

大塚スポーツ少年団

まいづるスポーツ少年団

清明館第一スポーツ少年団

都城武道館柔道部スポーツ少年団

アトム21スポーツ少年団 平成２７年度

大王少女バレースポーツ少年団

誠之館道場スポーツ少年団

明道スポーツ少年団

平嶋　則勝 房安　生二

山之口野球スポーツ少年団 大王小野球スポーツ少年団

五十市剣道スポーツ少年団 妻北ジュニアバドミントンスポーツ少年団

潟上少年野球クラブスポーツ少年団

五十市タイガーススポーツ少年団

森永ソフトスポーツ少年団 妻南小バドミントンスポーツ少年団

押方スポーツ少年団 森永少女バレースポーツ少年団

北方野球スポーツ少年団 菓子野イナズマスポーツ少年団

木城野球スポーツ少年団

山下　益生
宮崎本郷アスリートスポーツ少年団

門川ホワイトバッファローズスポーツ少年団 東小スポーツ少年団

田代　和利 瓜生野バレーボールスポーツ少年団

椿山　薩男 青島ジャイアンツスポーツ少年団

宮崎西陸上クラブスポーツ少年団

小玉　ゆう子
都甲　忠弘
海野　　宏

金丸　光義 木脇少年剣道スポーツ少年団

田中　幸一 下湯　和彦

上村　篤史

富永　幸子 東　　成也

児玉　貞明 成相　武人

甲斐　友久
中西　兼寛 藤井　　学

河野　正達

肥後　信行

深水　憲一 小田　行男

川嶋　時正 外勢　貞嗣

心道会スポーツ少年団

山田空手道スポーツ少年団

国富スマッシュスポーツ少年団

田熊　良市 山下　　玲

水間　　健 甲斐　博隆

山倉　隆登 鎌田　良雄

奈須　勝彦

松木　　優

日髙　道男

稲冨　あき子
紙屋少女バレースポーツ少年団 稲冨　　守

井戸川　孝平成２４年度

崎田　要司

永山　次生

竹山　　繁

福島野球スポーツ少年団

三股西ファイターズスポーツ少年団 森屋　郁夫
陵武館剣道スポーツ少年団 本田　栄子

平成２６年度 少林寺拳法三股スポーツ少年団

西内　明子

平成２９年度

本庄サッカースポーツ少年団

朝倉　　覚
ワールドボーイズスポーツ少年団

潮見ＶＢＣスポーツ少年団

三ヶ所少女バレーボールスポーツ少年団

山之口さくらバレースポーツ少年団 秋山スポーツ少年団

麓はまゆうスポーツ少年団 三納少女バレーボールスポーツ少年団

高千穂小サンライズスポーツ少年団 五十市タイガーススポーツ少年団

山田野球スポーツ少年団

新光陸上クラブスポーツ少年団

山田JVCスポーツ少年団

松尾　裕司
畝原　寿雄
中山　伊知郎

佐藤　哲朗 南小友愛スポーツ少年団

西スターズスポーツ少年団 門川友愛クラブスポーツ少年団

平井　順一朗 中山　伊知郎 小玉　弘明

平成２８年度

浜口　一与 生目南バドミントンスポーツ少年団

金丸　陽次郎 中霧野球スポーツ少年団

小林　敏秀 椿原　　悟

橋本　健治 山下　　潔

田野研堂スポーツ少年団

木脇サッカースポーツ少年団

下田代　つる子

永山　健一 岡留　　浩

川原　富子

豊丸　和紀 豊村　雄弘

平成２３年度

寺本　俊文 空手道叢林塾スポーツ少年団

ななつばえ陸上スポーツ少年団

三財少女バレースポーツ少年団

田野陸上スポーツ少年団

前本　和男 吉本　政文

国富町柔道スポーツ少年団 畑中　和良
交友スポーツ少年団 吉岡　隆宏

舞鶴柔道スポーツ少年団

湊　眞一郎
三股西少女バレースポーツ少年団

日南ＡＣジュニアスポーツ少年団

高千穂第一剣道スポーツ少年団 橋口　　守

須木野球スポーツ少年団 松尾　純子

平成３０年度


