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平成 29 年度 杉戸町表彰受賞者一覧 

（敬称略） 

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    
性性性性

別別別別    
功績功績功績功績    

１１１１    
おばらおばらおばらおばら    たかしたかしたかしたかし    

男男男男    
杉戸町杉戸町杉戸町杉戸町スポーツスポーツスポーツスポーツ推進委員推進委員推進委員推進委員    

３９３９３９３９年年年年（（（（うちうちうちうち功績加算期間功績加算期間功績加算期間功績加算期間５５５５年年年年））））    小原小原小原小原    孝孝孝孝    

２２２２    
まついまついまついまつい    くみこくみこくみこくみこ    

女女女女    
杉戸町介護認定調査員杉戸町介護認定調査員杉戸町介護認定調査員杉戸町介護認定調査員    

１７１７１７１７年年年年    松井松井松井松井    久美子久美子久美子久美子    

３３３３    
すずきすずきすずきすずき    のりおのりおのりおのりお    

男男男男    
杉戸町農業振興審議会委員杉戸町農業振興審議会委員杉戸町農業振興審議会委員杉戸町農業振興審議会委員    

１７１７１７１７年年年年４４４４ヶヶヶヶ月月月月（（（（うちうちうちうち功績加算期間功績加算期間功績加算期間功績加算期間２２２２年年年年４４４４ヶヶヶヶ月月月月））））    鈴木鈴木鈴木鈴木    德德德德男男男男    

４４４４    
あおきあおきあおきあおき    ひでやひでやひでやひでや    

男男男男    
杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員杉戸町国民健康保険運営協議会委員    

１４１４１４１４年年年年    青木青木青木青木    英也英也英也英也    

５５５５    
わたなべわたなべわたなべわたなべ    ひさこひさこひさこひさこ    

女女女女    
杉戸町杉戸町杉戸町杉戸町スポーツスポーツスポーツスポーツ推進委員推進委員推進委員推進委員    

１３１３１３１３年年年年    渡邉渡邉渡邉渡邉    久子久子久子久子    

６６６６    
うちうみうちうみうちうみうちうみ    ひろゆきひろゆきひろゆきひろゆき    

男男男男    
介護給付費等介護給付費等介護給付費等介護給付費等のののの支給支給支給支給にににに関関関関するするするする審査会委員審査会委員審査会委員審査会委員    

１０１０１０１０年年年年６６６６ヶヶヶヶ月月月月    内海内海内海内海    裕行裕行裕行裕行    

７７７７    
ごとうごとうごとうごとう    ゆういちゆういちゆういちゆういち    

男男男男    
杉戸町国民健杉戸町国民健杉戸町国民健杉戸町国民健康保険運営協議会委員康保険運営協議会委員康保険運営協議会委員康保険運営協議会委員    

１０１０１０１０年年年年    後藤後藤後藤後藤    裕一裕一裕一裕一    

８８８８    
かねだかねだかねだかねだ    まさるまさるまさるまさる    

男男男男    
区長区長区長区長    

９９９９年年年年    金田金田金田金田    勝勝勝勝    

９９９９    
いわがみいわがみいわがみいわがみ    よういちよういちよういちよういち    

男男男男    
介護給付費等介護給付費等介護給付費等介護給付費等のののの支給支給支給支給にににに関関関関するするするする審査会委員審査会委員審査会委員審査会委員    

８８８８年年年年６６６６ヶヶヶヶ月月月月    岩上岩上岩上岩上    洋一洋一洋一洋一    

10101010    
ほそいほそいほそいほそい    こうじこうじこうじこうじ    

男男男男    
消防団員消防団員消防団員消防団員    １８１８１８１８年年年年    

（（（（杉戸町杉戸町杉戸町杉戸町スポーツスポーツスポーツスポーツ推進委員推進委員推進委員推進委員    １４１４１４１４年年年年））））    細井細井細井細井    公司公司公司公司    

                

                



                

                

                

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    
性性性性

別別別別    
功績功績功績功績    

11111111    
すずきすずきすずきすずき    しげるしげるしげるしげる    

男男男男    
消防団員消防団員消防団員消防団員    

１４１４１４１４年年年年    鈴木鈴木鈴木鈴木    茂茂茂茂    

12121212    
ふるかわふるかわふるかわふるかわ    あつみあつみあつみあつみ    

女女女女    
民生委員民生委員民生委員民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員    

２７２７２７２７年年年年    古川古川古川古川    渥美渥美渥美渥美    

13131313    
みやけみやけみやけみやけ    えみこえみこえみこえみこ    

女女女女    
民生委員民生委員民生委員民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員    

２１２１２１２１年年年年    三宅三宅三宅三宅    恵美子恵美子恵美子恵美子    

14141414    
あおきあおきあおきあおき    じゅんいちじゅんいちじゅんいちじゅんいち    

男男男男    
民生委員民生委員民生委員民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員    

１５１５１５１５年年年年    青木青木青木青木    順順順順一一一一    

15151515    
つだつだつだつだ    らんこらんこらんこらんこ    

女女女女    
民生委員民生委員民生委員民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員    

１５１５１５１５年年年年    津田津田津田津田    ランランランラン子子子子    

16161616    
こたけこたけこたけこたけ    まさよしまさよしまさよしまさよし    

男男男男    
民生委員民生委員民生委員民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員    

１３１３１３１３年年年年８８８８ヶヶヶヶ月月月月    小竹小竹小竹小竹    正義正義正義正義    

17171717    
こじまこじまこじまこじま    きよこきよこきよこきよこ    

女女女女    
統計調査員統計調査員統計調査員統計調査員    

２９２９２９２９年年年年１０１０１０１０ヶヶヶヶ月月月月    小島小島小島小島    清子清子清子清子    

18181818    
たかはしたかはしたかはしたかはし    あきこあきこあきこあきこ    

女女女女    
統計調査員統計調査員統計調査員統計調査員    

１８１８１８１８年年年年    髙髙髙髙����    昭子昭子昭子昭子    

19191919    
わじまわじまわじまわじま    まさみまさみまさみまさみ    

男男男男    
教育委員会教育長教育委員会教育長教育委員会教育長教育委員会教育長    

８８８８年年年年    輪島輪島輪島輪島    正視正視正視正視    

 

 

※注 杉戸町表彰規則取扱規程により次の期間を加算しています。 

   会長・委員長＝在職期間 区長代理、副区長＝在職期間×１/2 



平成 29 年度 杉戸町スポーツ大賞受賞者一覧 

(敬称略) 

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    
性性性性

別別別別    
功績功績功績功績    

１１１１    
はたやはたやはたやはたや    こうへいこうへいこうへいこうへい    

男男男男    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

個人個人個人個人のののの部部部部    優勝優勝優勝優勝    幡谷幡谷幡谷幡谷    康平康平康平康平    

２２２２    
たけやたけやたけやたけや    こうようこうようこうようこうよう    

男男男男    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

個人個人個人個人のののの部部部部    優勝優勝優勝優勝    竹谷竹谷竹谷竹谷    航洋航洋航洋航洋    

３３３３    
ほりうちほりうちほりうちほりうち    しゅんとしゅんとしゅんとしゅんと    

男男男男    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

個人個人個人個人のののの部部部部    ５５５５位位位位    堀内堀内堀内堀内    駿斗駿斗駿斗駿斗    

４４４４    
くわやまくわやまくわやまくわやま    しんしんしんしん    

男男男男    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

個人個人個人個人のののの部部部部    ５５５５位位位位    桑山桑山桑山桑山    信信信信    

５５５５    
ふくはらふくはらふくはらふくはら    さえさえさえさえ    

女女女女    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

個人個人個人個人のののの部部部部    出場出場出場出場    福原福原福原福原    紗英紗英紗英紗英    

６６６６    
たけやたけやたけやたけや    ひめなひめなひめなひめな    

女女女女    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

個人個人個人個人のののの部部部部    出場出場出場出場    竹谷竹谷竹谷竹谷    妃渚妃渚妃渚妃渚    

７７７７    
もりしたもりしたもりしたもりした    りくとりくとりくとりくと    

男男男男    
第第第第 25252525 回全国中学校空手道選手権大会回全国中学校空手道選手権大会回全国中学校空手道選手権大会回全国中学校空手道選手権大会    

全国大会全国大会全国大会全国大会    個人形個人形個人形個人形のののの部部部部    出場出場出場出場    森下森下森下森下    陸斗陸斗陸斗陸斗    

８８８８    
かけいだかけいだかけいだかけいだ    りょうすけりょうすけりょうすけりょうすけ    

男男男男    
関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会        

男子男子男子男子 100100100100ｍｍｍｍ    第第第第 3333 位位位位    筧田筧田筧田筧田    涼介涼介涼介涼介    

９９９９    
きたむらきたむらきたむらきたむら    かずまかずまかずまかずま    

男男男男    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

男子八種競技男子八種競技男子八種競技男子八種競技    決勝決勝決勝決勝 7777 位位位位    北村北村北村北村    一真一真一真一真    

10101010    
にしむらにしむらにしむらにしむら    かほかほかほかほ    

女女女女    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子 100100100100ｍＨｍＨｍＨｍＨ    決勝決勝決勝決勝 5555 位位位位    西村西村西村西村    夏帆夏帆夏帆夏帆    

                



                

                

                

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    
性性性性

別別別別    
功績功績功績功績    

11111111    
おやまだおやまだおやまだおやまだ    たまきたまきたまきたまき    

女女女女    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会        

女子女子女子女子 100100100100ｍＨｍＨｍＨｍＨ    準決勝準決勝準決勝準決勝 2222 組組組組    5555 位位位位    小山田小山田小山田小山田    環環環環    

12121212    
いいいいわたわたわたわた    めいめいめいめい    

女女女女    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子 4444××××400400400400ｍＲｍＲｍＲｍＲ    準決勝準決勝準決勝準決勝 3333 組組組組    6666 位位位位    岩田岩田岩田岩田    芽生芽生芽生芽生    

13131313    
こまつこまつこまつこまつ    ふみかふみかふみかふみか    

女女女女    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子 800800800800ｍｍｍｍ    出場出場出場出場    小松小松小松小松    史佳史佳史佳史佳    

14141414    
うわのうわのうわのうわの    ひづきひづきひづきひづき    

女女女女    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子 4444××××400400400400ｍＲｍＲｍＲｍＲ    準決勝準決勝準決勝準決勝 3333 組組組組    6666 位位位位    宇和野宇和野宇和野宇和野    陽月陽月陽月陽月    

15151515    
はつみはつみはつみはつみ    あやかあやかあやかあやか    

女女女女    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子 4444××××400400400400ｍＲｍＲｍＲｍＲ    準決勝準決勝準決勝準決勝 3333 組組組組    6666 位位位位    初見初見初見初見    綾香綾香綾香綾香    

16161616    
くらたくらたくらたくらた    うなうなうなうな    

女女女女    
全国高等学校総合体全国高等学校総合体全国高等学校総合体全国高等学校総合体育大会陸上競技大会育大会陸上競技大会育大会陸上競技大会育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子 4444××××400400400400ｍＲｍＲｍＲｍＲ    準決勝準決勝準決勝準決勝 3333 組組組組    6666 位位位位    倉田倉田倉田倉田    羽七羽七羽七羽七    

17171717    
あきもとあきもとあきもとあきもと    みきみきみきみき    

女女女女    
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会全国高等学校総合体育大会陸上競技大会    

女子女子女子女子 4444××××100100100100ｍＲｍＲｍＲｍＲ    出場出場出場出場    秋元秋元秋元秋元    美樹美樹美樹美樹    

18181818    
やしろやしろやしろやしろ    わかはわかはわかはわかは    

女女女女    
関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会    

女子女子女子女子 4444××××100100100100ｍＲｍＲｍＲｍＲ    決勝決勝決勝決勝    6666 位位位位    八城八城八城八城    和佳葉和佳葉和佳葉和佳葉    

19191919    
もりたもりたもりたもりた    まりなまりなまりなまりな    

女女女女    
関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会    

女子女子女子女子 4444××××400400400400ｍＲｍＲｍＲｍＲ    決勝決勝決勝決勝    2222 位位位位    森田森田森田森田    真里那真里那真里那真里那    

20202020    
みずきみずきみずきみずき    かなこかなこかなこかなこ    

女女女女    
関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会関東高等学校陸上競技対校選手権大会    

女子三段跳女子三段跳女子三段跳女子三段跳びびびび    3333 位位位位    水城水城水城水城    伽奈子伽奈子伽奈子伽奈子    

                



    

    
    

        

    

No.No.No.No.    氏名氏名氏名氏名・・・・団体名団体名団体名団体名    
性性性性

別別別別    
功績功績功績功績    

21212121    

すぎとちゅうがっこうだんしすぎとちゅうがっこうだんしすぎとちゅうがっこうだんしすぎとちゅうがっこうだんし    

そふとてにすぶそふとてにすぶそふとてにすぶそふとてにすぶ    

男男男男    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

団体団体団体団体のののの部部部部    優勝優勝優勝優勝    杉戸中学校杉戸中学校杉戸中学校杉戸中学校    

男子男子男子男子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部    

22222222    

すぎとちゅうがっこうじょしすぎとちゅうがっこうじょしすぎとちゅうがっこうじょしすぎとちゅうがっこうじょし    

そふとてにすぶそふとてにすぶそふとてにすぶそふとてにすぶ    

女女女女    
第第第第 48484848 回全国中学校回全国中学校回全国中学校回全国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

団体団体団体団体のののの部部部部    ５５５５位位位位    杉戸中学校杉戸中学校杉戸中学校杉戸中学校    

女子女子女子女子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部    

23232323    

すぎとちゅうがっこうすぎとちゅうがっこうすぎとちゅうがっこうすぎとちゅうがっこう    

からてからてからてからてくらぶくらぶくらぶくらぶ    

女女女女    
第第第第 25252525 回全国中学校空手道選手権大会回全国中学校空手道選手権大会回全国中学校空手道選手権大会回全国中学校空手道選手権大会    

県大会県大会県大会県大会    団体組手団体組手団体組手団体組手のののの部部部部    優勝優勝優勝優勝    杉戸杉戸杉戸杉戸中学校中学校中学校中学校    

空手空手空手空手クラブクラブクラブクラブ    

24242424    

しょうへいこうとうがっこうしょうへいこうとうがっこうしょうへいこうとうがっこうしょうへいこうとうがっこう    

さっかーぶさっかーぶさっかーぶさっかーぶ    
男男男男    第第第第 60606060 回関東高校回関東高校回関東高校回関東高校サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会    優勝優勝優勝優勝    

昌平高等学校昌平高等学校昌平高等学校昌平高等学校    

サッカーサッカーサッカーサッカー部部部部    

 

 

 

 

 



 

 

 

杉 戸 町 


