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24 知事賞 国田学区子ども会育成会 水戸市 約18年 114,120kg 年8回 14品目

(8) 部長賞 烏山町内会子供会 土浦市 不明 76,467kg 年12回 6品目

延方生活学校 潮来市 不明 10,747kg 年25回 3品目

奨励賞 水木野球スポーツ少年団 日立市 約4年 29,276kg 年6回 4品目

下三子供会 古河市 10年以上 69,726kg 年4回 5品目

上大賀区 常陸大宮市 ２か月 734kg 年4回 2品目

癒しの郷フラワークラブ四鹿・杉平地区 行方市 約6年 21.63kg 年3回 5品目

山王老人会 美浦村 約7年 52,306kg 年3～4回 3品目

25 知事賞 桜ヶ丘子ども会育成会 土浦市 約41年 124,046kg 年10回 5品目

(7) 部長賞 諸川西部行政区 古河市 約5年 57,000kg 年50回 3品目

日の出六丁目寿楽会 潮来市 約3年 3,719kg 年12回 4品目

薬師台五・六・七丁目子供会 守谷市 10年以上 50,903kg 年33回 4品目

奨励賞 西割子供会育成会 水戸市 約20年 50,808kg 年6回 10品目

天神前むつみクラブ 日立市 約4年 16,273kg 年12回 3品目

そよかぜ子供会 守谷市 10年以上 61,843kg 年12回 3品目

26 知事賞 下津ヶ丘区 鹿嶋市 約20年 52,844kg 年24回 12品目

(7) 部長賞 中央一丁目子ども会育成連合会 土浦市 約59年 32,057kg 年24回 4品目

女沼少年野球後援会 古河市 約7年 39,745kg 年5回 7品目

奨励賞 東山自治会 水戸市 約21年 48,694kg 年12回 10品目

日立市立泉丘中学校生徒活動後援会 日立市 約6年 21,168kg 年6回 2品目

藤沢小地区子ども会育成連合会 土浦市 不明 62,763kg 年2回 9品目

潮来幼稚園父母の会 潮来市 約6年 3,225kg 年5～6回 1品目

対象外 障がい者センターハートピアいなしき 稲敷市 約5年 115,180kg 年12回 3品目 入所者の就労訓練として実施

27 知事賞 まりやま団地子ども会育成会 土浦市 約39年 29,130kg 年12回 4品目

(6) 部長賞 烏山2丁目子供会 土浦市 約35年 47,040kg 年７回 4品目

桜川市真壁町東山田区 桜川市 約20年 19,083kg 年12回 12品目

奨励賞 金沢第二子ども会 日立市 約4年 16,521kg 年2回 4品目

松原町子ども会 古河市 約31年 59,412kg 年6回 6品目

河内町立金江津小PTA 河内町 約25年 11,174kg 年1回 5品目

28 知事賞 百合が丘町内会 水戸市 約22年 77,857kg 年12回 7品目

(5) 部長賞 中村南１丁目子ども会 土浦市 不明 42,033kg 年12回 4品目

土合西地区 神栖市 約11年 106,394kg 年24回 4品目

奨励賞 あおば子供会 日立市 約13年 16,047kg 年4回 3品目

古河市立総和南中学校PTA 古河市 約20年 76,467kg 年1回 3品目

29 知事賞 須田団地区 神栖市 約11年 86,628kg 年12回 4品目

(10) 部長賞 緑町自治会 古河市 約20年 46,620kg 年6回 7品目

松原野球スポーツ少年団 高萩市 約13年 5,120kg 年25回 6品目

枝川子ども会 ひたちなか市 約16年 33,770kg 年4回 3品目

奨励賞 住吉町子ども会育成会 水戸市 約26年 39,774kg 年12回 10品目

青空子ども会 日立市 約36年 10,965kg 年4～5回 2品目

山ノ荘小学校地区子ども会育成連合会 土浦市 11年 46,427kg 年2回 7品目

下市毛子供会 笠間市 約25年 29,038kg 年4回 11品目

小場子ども会 常陸大宮市 約62年 22,677kg 年2回 11品目

十二所区 小美玉市 約15年 10,832kg 年12回 4品目
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30 知事賞 中村東町子ども会 土浦市 約30年 28,193kg 年12回 4品目

(9) 部長賞 千波上本郷第一町内会 水戸市 40年 32,412kg 年12回 10品目

ゆうやけ子供会 守谷市 約15年 36,067kg 年12回 3品目

桜川市鍬田区 桜川市 約20年 7,220kg 年12回 12品目

奨励賞 日立市手をつなぐ親の会 日立市 5年 10,123kg 年12回 2品目

古河市立水海小学校PTA 古河市 約34年 48,361kg 年12回 6品目

松岡サッカースポーツ少年団 高萩市 14年 5,533kg 年28回 6品目

大空子供会 笠間市 約40年 23,437kg 年4回 11品目

朝日子ども会 ひたちなか市 約25年 9,344kg 年7回 4品目

R1 知事賞 美駒Ａ・Ｂ・Ｅ地区子ども会育成連合会 美浦村 10年以上 33,853kg 年24回 3品目

(10) 部長賞 谷河原町会 常陸太田市 12年 15,621kg 年4回 5品目

松山団地子供会 笠間市 10年以上 21,329kg 年6回 7品目

鷲宿区 桜川市 約20年 18,328kg 年12回 12品目

奨励賞 河原子中学校教育後援会 日立市 4年 7,890kg 年2回 3品目

真鍋４丁目育成会 土浦市 20年以上 33,340kg 年4回 9品目

南長谷自治会 古河市 40年以上 33,384kg 年6回 5品目

安良川１５－２町内会 高萩市 15年 5,940㎏ 年26回 1品目

あすなろ子ども会 ひたちなか市 24年 1,857kg 年6回 4品目

高砂町子供会 守谷市 15年以上 27,870kg 年12回 6品目

R2 知事賞 裏新町自治会 古河市 40年以上 35,523kg 年12回 4品目

(9) 部長賞 西根南２丁目子供会 土浦市 20年以上 21,010kg 年12回 4品目

富士団地子ども会育成会 阿見町 40年以上 20,359kg 年12回 7品目

奨励賞 平和台子ども会 日立市 56年 4,076kg 年3回 1品目

上河合町連絡協議会 常陸太田市 8年 10,451kg 年3回 7品目

高萩・翼　サッカースポーツ少年団 高萩市 15年 7,216kg 年33回 6品目

光明神子供会 笠間市 30年以上 18,653kg 年4回 11品目

さわやか子供会 那珂市 約30年 3,385㎏ 年3回 6品目

上舟子子ども会 美浦村 10年以上 8,185kg 年2回 5品目

R3 知事賞 板谷4丁目子供会 土浦市 20年以上 19,329kg 年5回 7品目

(7) 部長賞 吉生スポーツ少年団 石岡市 38年 16,958kg 年4回 4品目

賀美子ども会育成会
常陸太田

市
6年 13,104kg 年5回 3品目

奨励賞 みのり子ども会 日立市 不明 1,374kg 年2回 4品目

古河市立下辺見小学校PTA 古河市 15年 20,900kg 年2回 4品目

南小泉子供会 笠間市 10年以上 9,542kg 年3回 8品目

さわやか子供会 那珂市 21年 3,153kg 年3回 6品目

＊年度の（　）内は推薦団体数


