
回 年度 団体名 所在地

1 27 秋鹿小学校児童会 松江市秋鹿町

2 28 西園小学校青少年赤十字 簸川郡長浜村

3 29 日御崎中学校子ども会 簸川郡大社町

4 30 朝日子ども会 大原郡木次町

5 31 三刀屋小学校児童会 飯石郡三刀屋町

6 32 和多見町子ども会 松江市和多見町

7 33 中市場子ども会 八束郡東出雲町

8 34 ばおじ仲よし会 安来市荒島町

9 35 子ども自治会 松江市東本町

10 36 渡津小学校校外補導子ども会 江津市渡津町

11 37 法吉子ども会 松江市法吉町  

12 38 石見小学校三宮杉の子会 浜田市黒川本郷  

13 39 西郷町東町仲よし子ども会 周吉郡西郷町

14 40 清井親子会 安来市清井町  

15 41 横道親子会 迩摩郡温泉津町 

16 42 大社小池２区子ども会 簸川郡大社町

17 43 野坂子ども会 益田市大字大谷

18 44 杉戸町子ども会 浜田市杉戸町

19 45 津和野町南２班子ども会 鹿足郡津和野町

20 46 釜日の出会 隠岐郡西郷町

山科仲よし会 美濃郡美都町

金山仲よし会 平田市国富町

浜原子ども会 邑智郡邑智町

東市場子ども会 八束郡東出雲町

谷子ども会 邑智郡川本町

別府子ども会 隠岐郡西ノ島町

青飯仲よし会 鹿足郡六日市町

飯梨仲よし子ども会 安来市植田町

寺町フレンド会 迩摩郡温泉津町

清田親子会 大原郡大東町

一区児童会 八束郡宍道町

菱浦チビッ子団 隠岐郡海士町

城山子ども会 大田市大田町

日和勝ツ丘子ども会 邑智郡石見町

植地子ども会 美濃郡匹見町

優良少年団体表彰一覧表

23 49

21 47

22 48
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大池子ども会 簸川郡湖陵町

松江市朝酌子ども会 松江市朝酌町

野波子ども会 八束郡島根町

和田原子ども会 邑智郡瑞穂町

笠浦子ども会 八束郡美保関町

美保子ども会 平田市美保町

ひかり子ども会 江津市波績町

本郷親子会 美濃郡美都町

釜谷子ども会 隠岐郡都万村

案内・能間子ども会 大原郡木次町

育英子ども会 迩摩郡仁摩町

向野田子ども会 那賀郡三隅町

津田紅藤子ども会 益田市津田町

豊田ニコニコ会 隠岐郡海士町

本谷子ども会 松江市秋鹿町

上講武子ども会 八束郡鹿島町

拳台住宅子ども会 出雲市東林木町

神田親子会 益田市神田町

大野地区子ども会 松江市大野町

若宮仲よし会 平田市美談町

ひまわり子ども会 大田市長久町

君谷なかよし子ども会 邑智郡邑智町

左鎧子ども会 鹿足郡日原町

宇受賀子ども会 隠岐郡海士町

ボ－イスカウト松江第１団 松江市内中原町

ボ－イスカウト大社第１団 簸川郡大社町

ガ－ルスカウト第１団 浜田市浅井町

大田スポ－ツ少年団 大田市日の出町

大社サッカ－スポ－ツ少年団 簸川郡大社町

高松小学校青少年赤十字団 出雲市高松町

大正町子ども会 松江市大正町

西の村子ども会 松江市大野町

東奥谷子ども会 松江市東奥谷町

ボ－イスカウト飯石第１団 飯石郡掛合町

ボ－イスカウト温泉津第１団 迩摩郡温泉津町

新町子ども会 平田市新町

白鳩少年団 邑智郡羽須美村

24 50

25 51

26 52

29 55

27 53

28 54
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根布子ども会 邑智郡羽須美村

場田子ども会 鹿足郡日原町

木次スポ－ツ少年団 大原郡木次町

北田西子ども会 松江市北田町

明神住宅子ども会 松江市東津田町

黒田子ども会 松江市黒田町

ボ－イスカウト松江第４団 松江市古志原町

平田地区連合仲よし会 平田市平田町

大社町駅通り一区仲よし子ども会 簸川郡大社町

ボ－イスカウト出雲第４団 出雲市荒茅町

浜田海洋少年団 浜田市長浜町

半田ニコニコ子ども会 美濃郡匹見町

鹿島町少年剣道会 八束郡鹿島町

揖屋少年剣道会 八束郡東出雲町

湯村子ども会 大原郡木次町

春日町子ども会 松江市春日町

平田地区少年剣道会 平田市西郷町

浜田少年少女合唱団 浜田市杉戸町

中野北区子ども会 邑智郡石見町

大貫つくし子ども会 邑智郡桜江町

坂本子ども会 那賀郡旭町

高津地区愛育会連合会 益田市須子町

隠岐武道錬成会 隠岐郡西郷町  

内中原三区子ども会 松江市内中原町

湯戸子供会 八束郡鹿島町

角谷子ども会 出雲市稗原町

津宮バレ－ボ－ルスポ－ツ少年団 江津市都野津町

美都町本郷町子ども会（双葉会） 美濃郡美都町

ボ－イスカウト松江第５団 松江市古志原町

八川剣道スポ－ツ少年団 仁多郡横田町

下岡子ども会 松江市岡本町

上川津子ども会 松江市上東川津町

稗原小学校青少年赤十字 出雲市稗原町

靜間駅前子供会 大田市靜間町

ボーイスカウト出雲第３団 出雲市塩冶町

大和村連合子ども会ｸﾘ-ﾝｸﾞﾘ-ﾝ隊 邑智郡大和村

上古市子供会 那賀郡三隅町

浜田市柔道スポーツ少年団 浜田市元浜町

知夫村子供会 隠岐郡知夫村

33 59

30 56

31 57

29 55

32 58
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千酌子ども会 八束郡美保関町

亀嵩小学校剣道クラブ 仁多郡仁多町

橋本８組子ども会 松江市西川津町

湯港子ども会 迩摩郡温泉津町

高浜剣道スポ－ツ少年団 出雲市江田町

塩冶剣道スポ－ツ少年団 出雲市塩冶町

はまなす子供会 江津市都野津町

四ッ葉子ども会 邑智郡瑞穂町

和田原子ども会 邑智郡瑞穂町

川北子供会 益田市東町

野口子ども会 鹿足郡日原町

港町子ども会 隠岐郡西郷町

新町子ども会 安来市新町

小平子ども会 松江市西川津町

東地区子ども会連合会 平田市鹿園寺町

大津剣道スポ－ツ少年団 出雲市大津町

都治子ども会 江津市後地町

木部地区子供会 鹿足郡津和野町

別府剣友会 隠岐郡西ノ島町

古浦子供会 八束郡鹿島町

湯里中部子ども会 迩摩郡温泉津町

田所スポ－ツ少年団銃剣道部 邑智郡瑞穂町

井尻スポーツ少年団 能義郡伯太町

花園仲よし会 平田市鹿園寺町

上府子供神楽団 浜田市上府町

ガ－ルスカウト島根第１団 浜田市浅井町

朝日ケ丘青空子ども会 隠岐郡西郷町

北堀町前子ども会　 松江市北堀町　　　

加茂町スポ－ツ少年団剣道部 大原郡加茂町

直江地区子ども会 簸川郡斐川町

嘉久志公民館神楽子ども会 江津市嘉久志町

津和野町子鷺舞保存会 鹿足郡津和野町

ボ－イスカウト温泉津第２団 迩摩郡温泉津町

恵雲子ども会 八束郡鹿島町

田儀剣道スポ－ツ少年団 簸川郡多伎町

ボ－スカウト大東第１団 大原郡大東町

大庭ジュニアリ－ダ－会 松江市大庭町

日和少年神楽団 邑智郡石見町

浜田海洋少年団 浜田市長浜町 

39 H2

40 H3

37 63

38 H元

35 61

36 62

34 60

34 60
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41 H4 宅野子供神楽保存会 迩摩郡仁摩町

東地区子ども会連合会 平田市鹿園寺町

ボーイスカウト大田第１団 大田市大田町大田

川波スポーツ少年団 江津市敬川町

市木子ども読書会 那賀郡旭町市木

西益田スポーツ少年団 益田市横田町

五十猛スポーツ少年団 大田市五十猛町

真砂親子会 益田市下波田町

生馬地区子ども会連合会 松江市西生馬町

西田地区連合仲良会 平田市万田町

高松少年剣道クラブ 出雲市白枝町

角谷子供神楽会 出雲市碑原町  

45 H8 該当団体なし

津田少年剣道会 松江市東津田町

神戸川太鼓やまびこ 出雲市古志町

内中原少年剣道会 松江市堂形町

城西少年野球 松江市内中原町

長沢剣道スポーツ少年団 浜田市杉戸町

48 H11 鳥上おろち太鼓 横田町

49 H12 （該当団体なし）

50 H13 （該当団体なし）

51 H14 西野野球スポーツ少年団 斐川町

こどもエコクラブ ホワイトハイビスカス 出雲市

双葉子ども会 仁摩町

ボーイスカウト出雲第８団 出雲市

大津野球スポーツ少年団 出雲市

浜田中央スポーツ少年団 浜田市

佐田町冒険クラブ 出雲市

江津市ジュニア・リーダーズクラブ 江津市

城東スポーツ少年団（バレー）母衣クラブ 松江市

畑ヶ中子ども会エコクラブ 大田市

浜田海洋少年団 浜田市

中の須なかよし子ども会 出雲市

ボーイスカウト浜田第１団 浜田市

多伎町いさり火太鼓同好会 出雲市

ボーイスカウト浜田第２団 浜田市

ボーイスカウト出雲第１団 出雲市
57 Ｈ20

55 Ｈ18

56 Ｈ19

53 Ｈ16

54 Ｈ17

47 H10

52 H15

44 H7

46 H9

42 H5

43 H6
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ガールスカウト島根県第３団 出雲市

ボーイスカウト出雲第４団 出雲市

来待っ子太鼓 松江市

八雲ジュニアサポーターズクラブ 松江市

片江地区子ども会 松江市

灘平仲良し会 出雲市

 上府子供神楽団       浜田市 

ボーイスカウト出雲第６団 出雲市

榲尾子ども神楽団      邑南町  

とびすから世界へ　らぶ・ぴーす 出雲市

子供神楽　塩津っ子クラブ 出雲市  

たまゆメンバーズくらぶ 松江市

安来節こども教室「すずめの学校」 安来市

姫原子供神楽 出雲市

石見神楽周布青少年保存会        浜田市

都賀西子ども神楽 美郷町

大野子ども会育成協議会 松江市

上津探検隊 出雲市

土江子ども神楽団 大田市

知夫村子ども「皆一踊り・歌舞伎」保存会 知夫村

平田高等学校JRC部 出雲市

松江東高等学校JRC部 松江市

大田市少年少女合唱団 大田市

浜田海洋少年団 浜田市

馬木町子ども神楽団 出雲市

隠岐島前神楽西ノ島同好会子ども神楽 西ノ島町

安来Jr．ブラスバンド 安来市

ボーイスカウト松江第1団 松江市

中高生地域貢献活動グループ　大田ＪＯいんつ♪ 大田市

西村子供神楽社中 浜田市

岡見てんつくてん 浜田市

谷住郷子ども神楽教室 江津市

69 R2 秋鹿地区子ども会 松江市

とよかわっしょい！！ 益田市

島根県立浜田商業高等学校　郷土芸能部 浜田市

68 R元

63 Ｈ26

64 Ｈ27

67 H30

65 Ｈ28

66 H29

61 Ｈ24

62 Ｈ25

59 Ｈ22

60 Ｈ23

58 Ｈ21

70 R3
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