
番号 種別 種目・所属 氏名

感謝状1 感謝状 上地　芳和

特別功労1 特別功労 ソフトテニス 鋤柄　一夫

特別功労2 特別功労 バレーボール 塚田喜代志

特別功労3 特別功労 卓球 浅川　昌江

特別功労4 特別功労 水泳 小林　正樹

特別功労5 特別功労 剣道 牛田　隆男

特別功労6 特別功労 剣道 牛田　睦子

特別功労7 特別功労 弓道 丸山　仙子

特別功労8 特別功労 合気道 金子　佳正

特別功労9 特別功労 社交ダンス 矢花　怜子

特別功労10 特別功労 島内 牧垣　光義

特別功労11 特別功労 神林地区 田中　一利

特別功労12 特別功労 城北地区 三村　光正

特別功労13 特別功労 本部(テニス) 吉﨑　鶴代

特別功労14 特別功労 本部(体操) 小原　賢二

特別功労15 特別功労 本部(スポ少) 笠井　幸司

功労１ 功労 陸上 仲林　　啓

功労2 功労 バレーボール 赤間　善浩

功労3 功労 バスケットボール 柳生　高広

功労4 功労 バスケットボール 田中　　治

功労5 功労 卓球 岩下　善宣

功労6 功労 水泳 三輪　千子

功労7 功労 スキー 鴨田　知幸

功労8 功労 スキー 金井　清一

功労9 功労 スキー 井川　知彦

功労10 功労 剣道 上條富美江

功労11 功労 島内 丸山由紀子

功労12 功労 城北地区 細萱　康二

功労13 功労 安原地区 丸山　善広

精励1 精励 ソフトテニス 榛葉　大貴

精励2 精励 バレーボール 三澤　由夫

精励3 精励 バスケットボール 栁澤健太郎

精励4 精励 卓球 小泉　和也

精励5 精励 軟式野球 浦畑　和男

精励6 精励 水泳 伊藤　秀幸

精励7 精励 ゲートボール 高山　勝良

精励8 精励 ゲートボール 矢嶋　　明
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精励9 精励 ゲートボール 山本登美子

精励10 精励 吹矢 浅川　安治

精励11 精励 吹矢 鈴木　健一

精励12 精励 吹矢 佐藤美喜子

精励13 精励 弓道 関　　正幸

精励14 精励 弓道 町田真由美

精励15 精励 合気道 石田　正実

精励16 精励 合気道 粂井　利章

精励17 精励 古武道 岡村ゆき子

精励18 精励 社交ダンス 今野恵美子

精励19 精励 社交ダンス 溝口　雄平

精励20 精励 本郷地区 岩垂　修考

精励21 精励 島立地区 北野　元晴

精励22 精励 島内 高橋　祐子

精励23 精励 新村 川久保昭博

精励24 精励 新村 廣瀬　　豊

精励25 精励 新村 松宮　俊夫

精励26 精励 神林地区 勝野　寿文

精励27 精励 神林地区 永田　　豊

精励28 精励 安原地区 築野　雅則

特別栄光1 特別栄光 柔道 堀川　　恵

栄光1 栄光 陸上 永田　航大

栄光2 栄光 陸上 村上　　悠

栄光3 栄光 ソフトテニス 鉢盛中学校女子ソフトテニス部

栄光4 栄光 バレーボール 松本国際高等学校男子バレーボール部

栄光5 栄光 卓球 菅澤　莉桜

栄光6 栄光 卓球 ＪＵＰＩＣ

栄光7 栄光 水泳 大槻　凌久

栄光8 栄光 水泳 竹野入香穂

栄光9 栄光 スケート 村山　夏愛

栄光10 栄光 スケート 桃井瑠璃音

栄光11 栄光 自転車 小松　篤史

栄光12 栄光 自転車 上里　翔瑛

栄光13 栄光 自転車 長野県松本工業高等学校自転車競技部

栄光14 栄光 空手 相川　流璃

栄光15 栄光 空手 松本第一高等学校女子空手道部

栄光16 栄光 なぎなた 永沢　法香

栄光17 栄光 なぎなた 永田すみれ


