
■贈呈先一覧 ※順不同 2019年2月現在

【宮古市スポーツ少年団】 【気仙沼市スポーツ少年団】

宮古少年柔道教室 松岩バレーボールスポーツ少年団

FC宮古フェニックス 鹿折剣道スポーツ少年団

千徳小 空手協会気仙沼支部スポーツ少年団

宮古ボーイズ 南気仙沼少年剣道会スポーツ少年団

花輪サッカー 階上バドミントンスポーツ少年団

千徳ミニバスケットボール 面瀬バレーボールスポーツ少年団

宮古ヤングパワーズ 鹿折少年ラグビースクールスポーツ少年団

千徳錬武館剣道 鹿折空手道スポーツ少年団

磯鶏バッファローズ 気仙沼バレーボールスポーツ少年団

宮古サーモンズ 鹿折フットボールクラブスポーツ少年団

崎山野球 気仙沼空手道スポーツ少年団

磯鶏ミニバスケットボール 松岩空手道スポーツ少年団

尚志館剣道 気仙沼柔道スポーツ少年団

高小ミニバスケットボール FAST-BREAK. 階上バレーボールスポーツ少年団

花輪ジャイアンツ 気仙沼バドミントンスポーツ少年団

宮古西柔道教室 日本拳法スポーツ少年団

和道会宮古空手 気仙沼小野球部スポーツ少年団

千徳FC ＮＥＯスポーツ少年団

宮古ミニバス 唐桑町剣道スポーツ少年団

宮古颯爽会 唐桑リトルヤンキーススポーツ少年団

宮古VBC 気仙沼シャークスＦＣスポーツ少年団

サンライズ千徳 小原木空手道スポーツ少年団

花輪バレーボール 気仙沼ホワイトタイガーススポーツ少年団

宮古颯爽会新里 気仙沼Ｊｒ．ＡＣスポーツ少年団

田老リトルズ ＦＣバリエンテ本吉スポーツ少年団

田老バレーボール ＦＣ大谷スポーツ少年団

田老一中シーガルス 本吉ロビンファイターズスポーツ少年団

デルフィーレ田老サッカー 大谷小ビッグウェーブスポーツ少年団

宮古一輪車クラブ 大谷バレーボールスポーツ少年団

津軽石サーモンミニバスケットボールクラブ 本吉ジュニアバレーボールスポーツ少年団

川村サーモンズ 小泉イーグルススポーツ少年団

宮古一中バスケットボール 本吉浜茄子卓球スポーツ少年団

宮古西中クラブ 本吉カンガルーズスポーツ少年団

崎中クラブ 中井小学校少年野球クラブスポーツ少年団

宮古晨鶏会 気仙沼ミニバスケットボールスポーツ少年団

河南クラブ 気仙沼ボウリングスポーツ少年団

宮古柔道クラブ

宮古二中クラブ

宮古西中バスケットボール

みやこジュニア

宮古尚武館剣道

宮古卓球



【仙台市若林区】 【仙台市宮城野区】

大和少年野球クラブ 岩切少年野球クラブ

七郷少年野球クラブ つばめ沢

南小泉メッツ 中野栄ウィンズ

七郷バレーボールクラブ 高砂ロビンス

南材少年野球部 ＦＣクオーレ

若林（サッカー） 高砂サッカー

若林（バレーボール） 新田（バレーボール）

若林（野球） 新田（卓球）

連坊バレーボールクラブ 燕沢クールヘッズ

荒町サッカー 仙台原町サッカー

Ｓ・Ｋ（七郷・蒲町）サッカー 高砂バレーボール

古城ＦＣサッカー 宮城野チームダンクＢ・Ｂ

六郷（サッカー） 燕沢ジュニアバドミントンクラブ

六郷（バレーボール） 岩切サッカー

六郷（バスケットボール） 高砂拳友会空手道

六郷（剣道） 福室レイカーズミニバスケットクラブ

大和バレー部 枡江バレーボール

蒲町小 福室サッカー

沖野バレーボール愛好会 幸町柔道教室

南小泉・遠見塚アンティゴＦＣ みやぎジュニアバスケットボールクラブ

荒浜ビックウエーブ 原町バスケット愛好会

連坊ジャスティス 東仙台ミニバスケットボールクラブ

古城剣修館 なかのＦ．Ｃ

南小泉バスケットボール 田子ジュニアバドミントン

遠見塚ゴールデンイーグルス 中野栄TRY HEATS

田子ウイングス

中野柔道教室

中野バレーボール

燕沢少年野球クラブ

北岡道場

福室キット少年野球クラブ

新星クラブ

宮城ドリームガールズ

昇道館

宮城ジュニアドリームズ

テリオスアスレチッククラブ

中野バスケットボール

仙台教育空手



＜旧石巻市＞ ＜旧石巻市＞

石小陸上 貞山ファイターズ

石巻市陸上 蛇田イーグルス

稲井陸上 大街道キッズ

貞山ランナーズ 稲井中学校野球クラブ

蛇田陸上 石巻中学校野球

鹿妻陸上 HEBITA野球クラブ

住吉・開北陸上 山下中学校野球

石巻西陸上 万石浦中学校野球クラブ

Cobaltore 女川 湊ビッグウェーブ

蛇田FC 渡波柔道

石巻山下サンファン 石巻中里柔道

湊サッカー 石巻みなと柔道

門脇・大街道サッカー 稲井剣道

鹿妻サッカー 正心学館剣道

石巻フットボールクラブ 護国館剣道

釜サッカー 一心堂剣道

渡波サッカー 蛇田剣道

石巻 廣心館剣道

VEXT 湯殿山剣道

青葉クラブ蛇田支部 桂心舘剣道

渡波ミニバスケットボール 勇翔会剣道

湊中バスケット 石巻ライノス

石巻レッドライオンズ 石巻和道会空手道

石巻中央ドリームズ 石巻市教育空手

釜ミニバスケットボール 石巻空手道

石巻向陽ミニバスケットボールクラブ 石巻蛇田空手道

青葉中学校バスケットボール 石巻中央空手道

稲井シューターズ 渡波空手道

万石浦バスケットボールクラブ 紘武会空手道

バスケットボール石巻（Ｂ.Ｂ.Ｉ） 鹿妻・子鹿クラブ

住吉ツインズ 石巻市スポーツチャンバラ

渡波中学校バスケットボールクラブ 石巻躰道

蛇田中バスケット

門脇中バスケットボール ＜河北＞

石巻ＳＵＮＳ 河北陸上

釜小ヤンキース 飯野川ダブルツリーズ

稲井マックス野球 大谷地二俣野球

開北小オークス野球 河北中学校野球

万石浦ベイスターズ 河北剣道

住吉ブルーリバース 河北柔道

石巻小学校レッドベンチャーズ

中里ブルーシャークス ＜雄勝＞

山下ビッグバーンズ サイクロンベースボールクラブ

渡波ジュニア野球

【石巻市】



【石巻市】 【塩竈市】

＜河南＞ 塩釜FC

高橋柔道アカデミー 玉川

広渕サッカー 塩釜剣道

河南東中学校サッカー部 オール杉小野球

河南バレーボール いそ山バッドボーイズ

河南東ＶＢＣ 塩一小オールスターズ

河南ディアーズ 塩一タートルズ

河南東ＢＢＣ 東北卓球C＆C

ＢＢＣ河南西 少林寺拳法塩釜旭

広渕クラブ 塩三バスケットボール

前谷地小笠松クラブ 塩釜ツインズ

須江小クラブ 塩釜マリナーズ

北小フェニックス アトム体操教室

北村剣道 塩釜三小野球クラブ

前谷地剣道 塩釜一中蹴球倶楽部

鹿又剣道 東部メイトJr

広渕剣道 玉川中学校バスケットボール

須江剣道 ラセルバロイFC

河南西中剣道 クロウズバスケットボールクリニック

河南東中剣道部 塩釜JBC

三獅剣友会

梅木剣道 【多賀城市】

石巻河南教育空手道 鶴ヶ谷サッカースポーツ少年団

河南躰道 多賀城レインボーズスポーツ少年団

多賀城ＦＣスポーツ少年団

＜桃生＞ 山王小ファイターズスポーツ少年団

桃生バレーボールクラブ 城南ベアーズスポーツ少年団

中津山ツイスターズ 多賀城ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団

桃生中野球クラブ 天真ジャガーズスポーツ少年団

桃生柔道 多賀城ニューパワーズスポーツ少年団

桃武館剣道 東小イーグルススポーツ少年団

日本教育空手協会 浮島サザンカジュニアーズスポーツ少年団

桃生大義館空手道 多賀城新体操クラブスポーツ少年団

石巻ソフトボールクラブ 大代剣道教室スポーツ少年団

山王ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団

＜北上＞ 天真ジュニアアタッカーズスポーツ少年団

北上ウィナーズ 多賀城市空手道スポーツ少年団

多賀城市中央剣道教室スポーツ少年団

＜牡鹿＞ Angel Smile多賀城スポーツ少年団

大原剣道会 多賀城真武会柔道スポーツ少年団

多賀城Ｂｕｒｎｉｎｇｓスポーツ少年団

山王サンシャインスポーツ少年団

レオクラブ少年柔道教室スポーツ少年団

多賀城ＲＨクラブスポーツ少年団

TEAM ZEROスポーツ少年団

レオクラブジャパンバレーボール教室



【名取市】 【東松島市】

増田イーグルススポーツ少年団 大曲ドリームズスポーツ少年団

名取コンドルズスポーツ少年団 大塩野球クラブスポーツ少年団

下増田ブラックホークススポーツ少年団 赤井ビクトリースポーツ少年団

館腰ブラックホークススポーツ少年団 赤井南スターズスポーツ少年団

愛島ブレイブハーツスポーツ少年団 矢本クラブジュニアスポーツ少年団

増田西小ロイヤルズスポーツ少年団 野蒜野球スポーツ少年団

熊野堂スポーツ振興会スポーツ少年団 矢本ブルーアローズスポーツ少年団

不二小野球スポーツ少年団 矢本柔道スポーツ少年団

閖上サッカースポーツ少年団 鳴瀬柔道スポーツ少年団

ゆりが丘ＦＣスポーツ少年団 矢本空手道スポーツ少年団

不二が丘サッカースポーツ少年団 鳴瀬空手道スポーツ少年団

増田西サッカースポーツ少年団 東松島市躰道スポーツ少年団

館腰サッカースポーツ少年団 東松島市剣道スポーツ少年団

増田フットボールスポーツ少年団 東松島リトルシニアスポーツ少年団

みどり台バスケットボールスポーツ少年団 矢本バレーボールスポーツ少年団

名取市空手協会閖上支部スポーツ少年団 東松島サッカースポーツ少年団矢本FC

名取少年少女剣士会スポーツ少年団 東松島サッカースポーツ少年団FCインパルス

ゆりが丘ファルコンズスポーツ少年団 東松島サッカースポーツ少年団NARUNO・FC

増田西シャイニーズスポーツ少年団 絋倫館柔道スポーツ少年団

高舘ミニ・バスケットボールスポーツ少年団

名取バスケットボールスポーツ少年団 【女川町】

愛島台パワーズスポーツ少年団 女川合気道スポーツ少年団

那智ゆりフェニックススポーツ少年団 女川サッカースポーツ少年団

名取共栄塾スポーツ少年団 女川フィーバーエンジェルススポーツ少年団

増田中学校スポーツ少年団 女川柔道スポーツ少年団

愛島ＦＣスポーツ少年団 女川中ＢＢＣスポーツ少年団

名取中央増田ミニバスケットボールスポーツ少年団 女川ビクトリーレッズスポーツ少年団

閖上ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 女川Ｂクラブ野球スポーツ少年団

和道会名取支部スポーツ少年団 門脇Ｂクラブ野球スポーツ少年団

みどり台女子バスケットボールスポーツ少年団

美田園フットボールクラブ アルドーレスポーツ少年団 【南三陸町】

愛島バドミントンクラブスポーツ少年団 志津川剣道スポーツ少年団

名取二中スポーツ少年団 志津川バスケットボールスポーツ少年団

ゆりが丘ＳＳスポーツ少年団 雄飛剣道スポーツ少年団

増田ＳＳスポーツ少年団 道合剣道スポーツ少年団

名足小シーガルズスポーツ少年団

歌津空手道スポーツ少年団

ＦＣ南三陸スポーツ少年団

南三陸バレーボールスポーツ少年団

柔学会南三陸ＪＵＤＯクラブスポーツ少年団

南三陸町野球クラブ



【岩沼市】 【亘理町】

岩沼ミニバスケットボールスポーツ少年団 わたりフットボールクラブ

岩沼西少年剣道錬成会スポーツ少年団 亘理町柔道

空道岩沼スポーツ少年団 亘理町少年剣道錬成会

岩沼西サッカースポーツ少年団 吉浜イーグルス

岩沼サッカースポーツ少年団 コスモスターズ

玉浦サッカースポーツ少年団 荒浜空手道剛武舘

玉浦バレーボールスポーツ少年団 亘理がぎゅうラグビー

岩沼ユニコンスポーツ少年団 逢隈少年剣道錬成会

岩沼南バレーボールスポーツ少年団 おおくまサッカー

岩沼ジュニアランニングクラブスポーツ少年団 亘理町空手道

岩沼南ブルーウェーブ野球スポーツ少年団 逢隈ドジャース

岩沼東ライオンズ野球スポーツ少年団 ＡＫツインズ

岩沼西野球スポーツ少年団 亘理ふた杉

岩沼西クラブスポーツ少年団 わたりバスケットボール

岩沼野球スポーツ少年団 亘理スリッカーズ

岩沼中学校野球クラブスポーツ少年団 荒浜ジュニオールＦＣ

岩沼東野球スポーツ少年団 亘理町合気道神武錬成塾

臨空ルーキーズスポーツ少年団 あぶくまソフトテニスクラブ

岩沼少年剣道錬成会スポーツ少年団 吉田Ｂ．Ｃ

岩沼市空手道スポーツ少年団 空手道秀練会逢隈道場

岩沼少年空手道教室スポーツ少年団

あぶくま剣友会スポーツ少年団 【山元町】

岩沼北スポーツ少年団 山元ビクトリーズ

岩沼中学校バスケットボールスポーツ少年団 YYクラブ・ジュニア

玉浦中学校バスケットボールスポーツ少年団 山下ポニー

岩沼西中学校バスケットボールスポーツ少年団 山下フレンズ

キッズバスケット～INFINITY～スポーツ少年団 山元剣道

岩沼市柔道スポーツ少年団 山下バスケットボール

山元町柔道

【七ヶ浜町】 全日本空手道連盟剛柔会永澤道場亘理支部

七ヶ浜パイレーツ 桂昇舘

汐見小ビガーズ YYクラブシニア

七ヶ浜ヤンキース 坂元ファルコン

汐見サンライズ

七ヶ浜サッカークラブジュニア

汐見ミニバスケットボール

七ヶ浜空手

七ヶ浜剣道

七ヶ浜柔道

七ヶ浜町銃剣道

オール七ヶ浜ベースボールクラブ



【南相馬市】 【南相馬市】

小高剣道スポーツ少年団 小高スポーツ少年団

みなみそうま空手道スポーツ少年団 原町第二中学校バスケットボールクラブスポーツ少年団

鹿島剣友会ジュニアスポーツ少年団

かしま元気スポーツスポーツ少年団 【相馬市】

鹿島ウイングススポーツ少年団 相馬サッカースポーツ少年団

鹿島ＳＣスポーツ少年団 相馬東部サッカークラブスポーツ少年団

鹿島バスケットボールスポーツ少年団 相馬ＦＣスポーツ少年団

鹿島レーカーズスポーツ少年団 大野ＦＣスポーツ少年団

大甕剣道スポーツ少年団 相馬サザンＦＣスポーツ少年団

原町剣道スポーツ少年団 エステレーラ相馬スポーツ少年団

原町栄町剣道スポーツ少年団 八幡ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団

清剣舘剣道スポーツ少年団 磯部白波クラブスポーツ少年団

高平少年剣道クラブスポーツ少年団 山上ＪＶＣスポーツ少年団

原一Jrバレーボールクラブスポーツ少年団 愛宕ビクトリーズスポーツ少年団

高平ジュニアバレーボールスポーツ少年団 桜丘ブラック・タイガーススポーツ少年団

FC原一サッカースポーツ少年団 レッド・イーグルススポーツ少年団

大甕サッカースポーツ少年団 八幡ファーストスワローズスポーツ少年団

高平サッカースポーツ少年団 飯豊ゴールデン・ジャガーズスポーツ少年団

南相馬ＦＣスポーツ少年団 相馬市少年剣道教室スポーツ少年団

原町サッカークラブスポーツ少年団 相馬市柔道教室スポーツ少年団

原町ジュニアメッツスポーツ少年団 相馬ミニバスケットボールスポーツ少年団

原二小F・ラークススポーツ少年団 中村二中クラブスポーツ少年団

石神ライガーススポーツ少年団 中村一中女子バスケスポーツ少年団

高平シーサイドスポーツ少年団 相馬市空手道スポーツ少年団

原町ソフトテニススポーツ少年団 向陽中学校女子バスケットボールスポーツ少年団

原町コスモ体操スポーツ少年団 中村一中ソフトテニススポーツ少年団

原町空手道スポーツ少年団 向陽中ソフトテニススポーツ少年団

原町柔道スポーツ少年団 飯豊みずほバレーボールスポーツ少年団

原町ミニバスケットボールスポーツ少年団 相馬東部スポーツ少年団野球部

野馬追ランニングスポーツ少年団 相馬市糸州会空手道スポーツ少年団

はらまちふれあいスポーツ少年団 日立木ＳＣスポーツ少年団

太田大甕スポーツ少年団 あすなろ塾柔道スポーツ少年団

原町一ソフトテニススポーツ少年団 相馬女子ミニバスケットスポーツ少年団

南相バスケットボールスポーツ少年団 相馬サッカークラブ

原町二中クラブスポーツ少年団 中村一中男子バスケスポーツ少年団

原町三中ソフトテニススポーツ少年団 大野ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団

南相馬ボーイズスポーツ少年団 相馬東糸洲会空手道スポーツ少年団

SFブルーインパルススポーツ少年団 向陽中学校野球部

高平ガールズフットサルスポーツ少年団 中村一中馬稜クラブスポーツ少年団

南相馬市立石神中学校ソフトテニススポーツ少年団

原町女子ＭＢＣスポーツ少年団

みなみそうまバレーボールスポーツ少年団

鹿島バレーボールクラブスポーツ少年団

八沢文化スポーツ少年団

相双選抜スポーツ少年団

原町バスケットボールクラブスポーツ少年団

日本空手道　糸州会　南相馬支部スポーツ少年団

フォルティススポーツ少年団

日バスクラブスポーツ少年団



【陸前高田市】

高田野球

長部野球

気仙バレーボール

米崎リトル

順道館岩崎道場

横田野球

気仙リバースST

高田フットボールクラブ

下矢作ＶＢＳＳ

広田町剣道

高田バレーボールクラブ

高田ミニバスケットボール

With気仙STC

米崎ジュニアソフトテニス

広田ミニバスケットボール

高田東ソフトテニス

高田東Jrバレーボールクラブ

高田東ｊｒ野球


