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令和 2

NPO法人ユニオンスポーツクラブ 桶川市 皆野ソフトテニススポーツ少年団 皆野町寄居町スキー連盟 寄居町 埼玉県サイクリング協会 さいたま市 埼玉県障害者フライングディスク協会 さいたま市

市町村体育協会以外
スポーツクラブ以外

小川町陸上協会 小川町

団体名 市町村

スポーツクラブ

吉田町

川島町剣道連盟

団体名 市町村団体名 市町村

文部科学大臣表彰　歴代受賞者一覧（社会体育優良団体・生涯スポーツ優良団体）

年
度

年
号 市町村体育協会

団体名 市町村 団体名 市町村

大岡村四Ｈクラブ 大岡村

川越市体育協会 川越市

入間郡大井村青年団 大井町

松山庭球クラブ 東松山市

鶴ヶ島村体育協会 鶴ヶ島村

大宮市体育協会 大宮市

ヂーゼル機器株式会社体育部浦和市体育協会 浦和市

飯能市体育協会 飯能市

川口市体育協会 川口市

深谷市体育協会 深谷市

日本国有鉄道大宮工場 大宮市

加須市体育協会 加須市

熊谷市体育協会 熊谷市

東邦レース

名栗村体育協会 名栗村

小鹿野村体育協会 小鹿野村

東松山市体育協会 東松山市

秩父市体育協会 秩父市

豊里村体育協会 豊里村

越谷市体育協会 越谷市

玉川村体育協会 玉川村

騎西町体育協会 騎西町

春日部市体育協会 春日部市

児玉町体育協会 児玉町

妻沼町体育協会 妻沼町

上尾市体育協会 上尾市

小川町体育協会 小川町

横瀬村体育協会 横瀬村 小川庭球協会 小川町 上根クラブ 妻沼町埼玉庭球百歳会 浦和市

与野下落合サッカースポーツ少年団 与野市朝霞市なぎなたクラブ 朝霞市

大宮公園バレーボールクラブ 大宮市神川村体育協会 神川村

吉田クラブ 幸手町新座市体育協会 新座市

岩槻市体育協会 岩槻市

加須市剣道連盟振武会少年部 加須市 パイオニア川越工場軟式野球部 川越市

葵テニスクラブ 松下電工株式会社戸ヶ崎工場ソフト部 三郷市鷲宮剣道クラブ 鷲宮町

新電元工業陸上競技部幸手市体育協会 幸手市 大井町剣友会 大井町 川口市勤労者テニスクラブ 川口市

松郷ソフトクラブ行田市体育協会 行田市

都幾クラブ荒川村体育協会 荒川村

所沢市体育協会 所沢市

沖電気女子グランドホッケー部

大寄スポーツ少年団 深谷市 大崎電気工業埼玉工場ハンドボールクラブ 三芳町野上駅前スポーツ愛好会 長瀞町

江南柔道愛好会 江南町日本通運女子バスケットボール部 吉川ＣＭクラブ

児玉サッカークラブ 児玉町羽生市体育協会 羽生市

リトル朝日少年野球クラブ本庄市体育協会 本庄市

狭山市体育協会 狭山市

飯能ホッケークラブ 飯能市蕨市体育協会 蕨市

北浦和サッカー少年団 浦和市 東小野球スポーツ少年団（軟式野球） 東秩父村鴻巣市体育協会 鴻巣市 小川町卓球クラブ 小川町

吉見クラブ（バレーボール） 吉見町川口クラブ（軟式野球） 川口市

幸手剣友会 幸手市久喜市体育協会 久喜市

行田カッパクラブ（水泳） 行田市草加市体育協会 草加市

坂戸市体育協会 坂戸市

日高町弓道クラブ 日高町 レモンズ吹上（ソフトボール） 吹上町川島町体育協会 川島町

北川辺剣道クラブ 北川辺町花園町体育協会 花園町 川口東スポーツセンター婦人スイミングクラブ 川口市

長瀞町体育協会 長瀞町 上野台少年野球クラブ（野球） 上福岡市

小川野球スポーツ少年団 小川町桶川市体育協会 桶川市

大里村柔道クラブ 大里村三郷市体育協会 三郷市

大利根町体育協会 大利根町

横瀬町川東婦人バレーボールクラブ 横瀬町上里町体育協会 上里町

中町ジュニアスポーツ少年団 寄居町毛呂山町体育協会 毛呂山町 金子体育協会金子イーグルス（野球） 入間市

宮代町体育協会 宮代町 大利根剣友会 大利根町 両神村

栗橋町雄武館（剣道） 栗橋町嵐山町体育協会 嵐山町

埼玉滑川走友会（ジョギング） 滑川町和光市体育協会 和光市

皆野町体育協会 皆野町

鴻巣空手道クラブ 鴻巣市岡部町体育協会 岡部町

川島町吉川町体育協会 吉川町 花園町野球スポーツ少年団 花園町

北本市体育協会 北本市 越生町スポーツ少年団 越生町 神川町

亀井サッカースポーツ少年団 鳩山町美里町体育協会 美里町

伊奈レッツファイターズ（野球） 伊奈町大井町体育協会 大井町

与野市体育協会 与野市

荒川村剣道スポーツ少年団 荒川村北川辺町体育協会 北川辺町

羽生サッカースポーツ少年団 羽生市杉戸町体育協会 杉戸町 上富ＪＶＣ（バレーボール） 三芳町

日高市体育協会 日高市 上尾クラブ（バレーボール） 上尾市

寄居町体育協会 寄居町

吉見町体育協会 吉見町

川本南小野球スポーツ少年団（野球） 川本町

上里フットボールクラブ（サッカー） 上里町

吹上町体育協会 吹上町

吉田町体育協会

川里町 竹紫館（剣道） 蕨市

嵐山走友会 嵐山町

八潮市体育協会 八潮市

川里町体育協会

神泉村 小川柔道会 小川町

鴻巣クラブ（バレーボール） 鴻巣市

朝霞市体育協会 朝霞市

神泉村体育協会

越生町 オオイファミリー（軽体操） 大井町

両神ジュニアベースボールクラブ（野球） 両神村

都幾川町体育協会 都幾川町

越生町体育協会

大滝村 川里町ソフトボールクラブ 川里町

さつき（バレーボール） 熊谷市

川本町体育協会 川本町

大滝村体育協会

伊奈町 ファイトマラソン（陸上競技） 川越市

桶川ヘルシークラブ（卓球） 桶川市

入間市体育協会 入間市

伊奈町体育協会

蓮田市 江南町体育協会 江南町 オブスマクラブ（野球） 寄居町狭山市スポーツ少年団 狭山市

長瀞町空手道スポーツ少年団 長瀞町

東秩父村体育協会 東秩父村

蓮田市体育協会

栗橋町体育協会 栗橋町 東松山クラブ（バレーボール） 東松山市神川町ソフトボール協会 神川町

団体名 市町村団体名 市町村団体名 市町村

NPO法人さいたま市地域スポーツクラブ遊 さいたま市

草加市

熊谷市

岡部空手道スポーツ少年団 岡部町

さいたま市

富士見市体育協会 富士見市 白岡町体育協会 白岡町

NPO法人クラブ幸手 幸手市

鳩山町体育協会 鳩山町

埼玉県フォークダンス連盟

三芳町体育協会 三芳町 上里町役場野球部 上里町

松伏町体育協会 松伏町 滑川町体育協会 滑川町

クラブしっきーず

総合型地域スポーツクラブ白岡スポーツクラブ NPO法人スポーツコミュニティ久喜東 久喜市

志木市行田市学童スポーツ団体連絡協議会 行田市東松山市体育協会 東松山市

NPO法人あさひスポーツクラブ 北本市BLUE☆STARS

上尾市なぎなた連盟

寄居町ソフトボール協会 寄居町 美里町

所沢西地区総合型地域スポーツクラブ 所沢市

篠津小総合クラブ

戸田市スポツ少年団本部 戸田市

熊谷市スポーツ少年団本部

北川辺町硬式テニスクラブ 北川辺町

NPO法人飯能市体育協会 飯能市

小鹿野カージナルスジュニア野球クラブ

NPO法人スポーツ・サンクチュアリ川口

本庄市弓道連盟

深谷市体育協会 深谷市

鶴ヶ島市体育協会 鶴ヶ島市

本庄市

白岡市

騎西町スポーツ少年団野球部会 騎西町

草加市家庭婦人スポーツクラブ協議会（各種目）

上尾市

NPO法人鴻巣ブレス
総合型地域スポーツクラブ

神川町バレーボール連盟 神川町

坂戸市体育協会 坂戸市

東松山市

東秩父村西小スポーツ少年団（軟式野球） 東秩父村

本庄市剣道スポーツ少年団 本庄市

杉戸サッカースポーツ少年団 杉戸町

NPO法人SHIRAOKA
K'sフットボールクラブ

越谷市レクリエーション協会 越谷市 NPO法人戸田スポーツクラブ 戸田市上里町スポーツ少年団 上里町

NPO法人浦和スポーツクラブ さいたま市埼玉県民踊レクリエーション連盟 川口市レクリエーション協会 川口市

松山クラブ（バスケットボール）

児玉町

川口市

宮代町

小鹿野町

かみかわ軟式野球クラブ

江南南サッカースポーツ少年団 江南町

宮代スノーパムスキークラブ

戸田市体育連盟 戸田市

玉川村テニスクラブ 玉川村

東芝深谷工場軟式野球部 深谷市

NPO法人ピースふぁいぶるクラブ

特定非営利活動法人リリー・アスレチック・クラブ 川口市加須市山岳連盟 加須市

光スポーツ少年団 上尾市

ＪＡＣ朝霞支部 朝霞市

ブリヂストン

神川町

越谷市

岩槻市

久喜剣友会 久喜市

白鶴クラブ（バレーボール）

蒲生イーグルス野球クラブ（野球）

皆野町サッカー少年団 皆野町

神川町スポーツ少年団

熊谷市

水門クラブ

白岡町

美里町柔道スポーツ少年団

本庄市

球和クラブ（軟式野球）

両神婦人バレーボールクラブ

川本サッカークラブ 川本町

志木市体育協会 志木市

特定非営利活動法人ウェル坂戸 坂戸市

上里町特定非営利活動法人ゴールドルーツスポーツクラブさいたま市なぎなた連盟 さいたま市

団体名 市町村団体名 市町村

NPO法人埼玉県ウオーキング協会 さいたま市 加須市野球連盟 加須市 埼玉県障害者陸上競技協会 狭山市 NPO法人さいたまスポーツクラブ さいたま市 NPO法人神流川スポーツクラブ 本庄市

埼玉県オリエンテーリング教協 埼玉県障がい者卓球協会 さいたま市バドミントン協会 さいたま市 NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ 杉戸町 NPO法人川口市戸塚総合型地域スポーツクラブどりーむらいふ 川口市


