山形県スポーツ少年団表彰（優良団）受賞団
受

団

大谷ジュニア剣道（朝日町）

真室川少年ジャイアンツ（真室川町） 川西町吉島地区育成本部（川西町）

S59 南沼原柔道（山形市）

大倉（複合）（村山市）

米沢剣道（米沢市）

西郷サッカー（鶴岡市）

S60 鈴川サッカー（山形市）

日新バドミントン（新庄市）

米沢水泳（米沢市）

琢成野球（酒田市）

S61 高瀬バスケットボール（山形市） 河北柔道（河北町）

大豊野球（鮭川村）

田沢（平田町）

S62 上山アルペン（上山市）

送橋剣道（朝日町）

羽山スキー（米沢市）

長井市柔道（長井市）

鶴東（鶴岡市）

S63 霞城柔道（山形市）

中郡剣道（川西町）

長井小桜剣道（長井市）

櫛引西ミニバスケットボール（櫛引町）

遷喬剣道（藤島町）

中山ミニバスケ（中山町）

月山スキー（西川町）

おもたか柔道（尾花沢市）

神町ベースボール（東根市）

北部野球（米沢市）

湯野浜サッカー（鶴岡市）

浜田陸上（酒田市）

余目四小少女バレーボール（余目町）

滝山小女子バレーボール（山形市） 山十小クローバーズ野球（山形市） チェリー寺津（天童市）

楯岡剣道（村山市）

沼田バドミントン（新庄市）

米沢柔道連盟（米沢市）

荒砥地区野球（白鷹町）

若浜野球（酒田市）

第5学区ミニバスケットボール（鶴岡市）

千歳（山形市）

うめばちサッカー（山形市）

上山フットボールクラブ（上山市） しばはし（寒河江市）

赤倉（最上町）

漆山バスケットボール（南陽市） 長井スキー（長井市）

S58

上山剣道（上山市）

賞

城北（鶴岡市）

大山サッカー（鶴岡市）

蔵王スキー（山形市）
H1 亀岡（高畠町）

高瀬剣道（遊佐町）

朝日剣道（朝日村）
H2

H3

H4

H5

H6

H7

山形第五地区尚武会剣道（山形市） 黒田道場（上山市）

河北町剣道（河北町）

明徳エラーズ（尾花沢市）

小堅（鶴岡市）

加茂（鶴岡市）

おもたか剣道（尾花沢市）

安楽城（真室川町）

若わし（高畠町）

八幡女子バレーボール（八幡町） 泉ミニバスケットボール（酒田市） 黄金卓球（鶴岡市）

天童スキー（天童市）

出羽バスケットボール（山形市） 寒河江中部小ベースキング（寒河江市） 大石田誠剣友会（大石田町）

有屋スキー（金山町）

南原（米沢市）

東根サッカー（白鷹町）

長井市中央柔道（長井市）

三瀬サッカー（鶴岡市）

藤島剣道（藤島町）

山五小ミニバスケットボール（山形市） 本郷東ミニバスケットボール（大江町）

大富剣道教室（東根市）

上柳スキー（尾花沢市）

八森（最上町）

水森山スキー（金山町）

玉庭マラソン（川西町）

わかくさバレーボール（飯豊町） 一條サッカー（八幡町）

湯田川（鶴岡市）

九小あかしあバレーボール（山形市）

醍醐（寒河江市）

常盤剣道（尾花沢市）

宮内（南陽市）

荒砥剣道（白鷹町）

長井市少林寺拳法（長井市）

宮尾浦グリーンメッツ（酒田市） 大泉剣道（朝日村）

地見興屋（松山町）

クローバーミニバスケット（山形市）

立谷川柔道（山形市）

谷地中部地区卓球（河北町）

小田島剣道（東根市）

寺内スキー（尾花沢市）

豊田サッカー（長井市）

真室川町スキー（真室川町）

西郷ミニバスケ（鶴岡市）

北平田（酒田市）

わかたけミニバスケットボール（山形市）

大江レッドタイガース（大江町） 袖崎（村山市）

H8 和田（高畠町）

堀内（舟形町）

余目卓球（余目町）
H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

上山市トランポリン（上山市）

米沢市東部サッカー（米沢市） 長井バレーボール（長井市）

大泉剣道（鶴岡市）

暘光（鶴岡市）

曲川（鮭川村）

西山形とかみバレーボール（山形市）

寒河江剣道（寒河江市）

玉野スキー（尾花沢市）

村山柔道（村山市）

小松バレーボール（川西町）

明安スキー（金山町）

蚕桑剣道（白鷹町）

長井サッカー（長井市）

泉野球（酒田市）

大山剣道（鶴岡市）

月岡アローズ野球（上山市）

荒谷柔道教室（天童市）

山二小ふじかげ野球部（山形市） 谷地南部地区卓球（河北町）

西郷剣道（村山市）

米沢体操（米沢市）

白鷹町空手道（白鷹町）

菁我剣道（余目町）

黄金剣道（鶴岡市）

上山ジュニアバドミントン（上山市） うめばちミニバスケット（山形市）

朴山スキー（金山町）

栄サッカー（鶴岡市）

西川町バレーボール（西川町） 大石田JSC（大石田町）

漆山バスケットボール（南陽市） 長井エルザ野球（長井市）

日新柔道（新庄市）

松山町第二剣道（松山町）

櫛引剣道（櫛引町）
新庄市空手道（新庄市）

山四小いちょうクラブ（山形市） 山口剣道場津山（天童市）

陵武会柔道（寒河江市）

神町下（東根市）

二井宿（高畠町）

小国陸上（小国町）

福栄（温海町）

田川（鶴岡市）

広野（酒田市）

出羽バレーボール（山形市）

上山市こまくさ（上山市）

朝日町柔道（朝日町）

葉山剣道（村山市）

新庄リトルラビッツミニバスケットボール（新庄市）

米沢上郷野球（米沢市）

致芳サッカー（長井市）

余目町第二小学校少女バレーボール（余目町）

櫛引西サッカー（櫛引町）

大山ジュニア野球（鶴岡市）

河北ドラゴンタイガース（河北町） ビッググロース（東根市）

みずき剣道（天童市）

南部シャトル（山形市）

金山町柔道（金山町）

大塚（川西町）

凌霄剣道（藤島町）

湯野浜女子ミニバスケットボール（鶴岡市）

櫛引町体操（櫛引町）

寒南ガッツ（寒河江市）

尾花沢剣道（尾花沢市）

金山（金山町）

ミラクル・キッズ（白鷹町）

山形ソフトテニスクラブ（山形市） 中山ジュニア野球（中山町）

漆山ソフトテニス（南陽市）

わかくさバレーボール（飯豊町） 大山ミニバスケットボール（鶴岡市） 余目二小剣道（余目町）

櫛引東サッカー（櫛引町）

高橋道場（山形市）

ましみず剣童会（天童市）

大江町柔道（大江町）

東根ジュニア体操クラブ（東根市） 戸沢バンビ（戸沢村）

糠野目剣道（高畠町）

小国野球（小国町）

由良（鶴岡市）

櫛引南サッカー（櫛引町）

狩川（庄内町）

ほなみバレーボール部（山形市） 月岡ミニバスケットボール（上山市） 三泉剣道（寒河江市）

大富ベースキング（東根市）

新庄地区柔剣道錬成会（新庄市）

米沢南部野球（米沢市）

平野サッカー（長井市）

致道サッカー（鶴岡市）

朝暘剣道（鶴岡市）

松原ミニバスケットボール（酒田市）

西小けやきミニバスケットボール（山形市）

洗心館高擶柔道（天童市）

河北ＦＣサッカースポーツ少年団（河北町） 楯岡サッカースポーツ少年団（村山市）

犬川地区マラソン（川西町）

鮎貝野球スポーツ少年団（白鷹町） 朝日サッカー（鶴岡市）

大山バドミントン（鶴岡市）

峰栄ミニバスケットボール（鶴岡市）

山七小ブラックタイガース野球（山形市）

天童舞鶴剣道（天童市）

栄光（西川町）

戸沢（村山市）

鮭川野球（鮭川村）

吉野（南陽市）

白椿ソフトボール（飯豊町）

峰栄サッカー（鶴岡市）

いつきバドミントン（鶴岡市） 八乙女（鶴岡市）

鈴川野球（山形市）

鈴川剣友（山形市）

寒南剣道（寒河江市）

尾花沢アルペン（尾花沢市）

富沢（最上町）

まほろば尚武剣道（高畠町）

小国柔道（小国町）

稲穂サッカー（鶴岡市）

朝日バレーボール（鶴岡市）

三川柔道（三川町）

寒小スラッガーズ（寒河江市） 朝日卓球（朝日町）

葉山ミニバスケットボール（村山市）

神町剣道（東根市）

日新サッカー（新庄市）

米沢レスリング（米沢市）

長井バドミントン（長井市）

いずみサッカー（鶴岡市）

峰栄卓球（鶴岡市）

富士見（酒田市）

寒河江中部小コンドルズ（寒河江市）

葉山バレーボール（村山市）

常盤（尾花沢市）

おおくら少女バレーボール（大蔵村）

小松ホッケー（川西町）

荒砥地区スキー（白鷹町）

京田女子ミニバスケットボール（鶴岡市）

大宝寺スターファイブ（鶴岡市） 東栄（鶴岡市）

ミックスビッキーズ（新庄市）

大泉ホークス野球（鶴岡市）

山形県スポーツ少年団表彰（優良団）受賞団
受
H24

H25

H26

H27

賞

団

中山ソフトテニス（中山町）

白岩（寒河江市）

大久保野球（村山市）

東根GITT（東根市）

日新レッドスターズ（新庄市）

宮内柔道（南陽市）

飯豊柔道（飯豊町）

湯殿山（鶴岡市）

余目一小三錬道場（庄内町）

南平田秋真館（酒田市）

寒河江空手道（寒河江市）

高松イーグルス（寒河江市）

西郷ミニバスケット（村山市） 戸沢ファイターズ（戸沢村）

屋代地区（高畠町）

沖庭（小国町）

宝武館剣道（鶴岡市）

致道野球（鶴岡市）

余目四小剣道（庄内町）

にしね少年野球（寒河江市）

泉田サッカー（新庄市）

米沢体操クラブジュニア(米沢市) 長井北ミニバスケットボール(長井市) 遷喬ミニバスケットボール(鶴岡市)

鶴岡ソフトテニス（鶴岡市）

立川体操（庄内町）

余目一小あさあけ（庄内町）

クローバーＦＣ（山形市）

やなぎ（寒河江市）

三泉キングベアーズ（寒河江市） 尾花沢小学校野球（尾花沢市） 舟形（舟形町）

川西柔道（川西町）

白鷹剣道愛真会（白鷹町）

朝日ミニバスケットボール（鶴岡市）

立川柔道（庄内町）

立川サッカー（庄内町）

余目三小せいが（庄内町）

