各種大会やコンクールでいただいた
トロフィーや賞状をお返し・お譲りします。
青沼小学校は本年度で閉校となります。学校では，子どもたちがいろいろな大会やコンクールで受
賞した際にいただいたトロフィーや賞状を展示・紹介してきました。青沼小学校の記念すべき栄光の
証です。そのお預かりしていたトロフィーや賞状を，閉校に伴い関係者の皆様にお返し・お譲りしま
す。この紙面に掲載されているリストがその一覧になります。青沼小学校の思い出として，またご自
身の記念として末永く大切にしていただけたらと思います。団体で受賞したものもありますので関係
された皆様でご相談されてお引取りをお願いします。学校では下記のような日程でお引取りの手続き
を予定しています。ご希望の方は学校までお知らせください。お願いします。
(1) 受賞された関係者の方が引き取りをご希望の場合，８月３０日までに学校へお知らせくだ
さい。 複数の方がご希望の場合には，話し合いにより決めさせていただきます。(住所・氏
名・電話番号をお伺いします。)
(2) 受賞した関係者以外の方が引取りをご希望の場合も学校へお知らせください。複数の方が
ご希望の場合には，相談の上決めさせていただきます。(住所・氏名・電話番号をお伺いし
ます。)
(3) 最終的に，閉校までに引取り先が決まらない場合は，大変に残念ですがこちらで処分させ
ていただきます。ご家族の皆様・ご関係の皆様には，青沼を離れていらっしゃる方へご連絡
いただけるとありがたいです。お願いします。
お問い合わせは

青沼小学校

電話８２－２１８１

ＦＢＣ（フラワーブラボーコンクール）秋花壇
年度
表彰など
Ｓ５１ 優良賞 盾
Ｓ５２ 優秀賞 賞状・盾
Ｓ５３ 優秀賞 賞状・盾
Ｓ５４ 優秀賞（長野放送賞）賞状・写真 他２点
Ｓ５５ 優良賞 賞状・盾
Ｓ５６ 優良賞 賞状・盾
Ｓ５７ 優秀賞 賞状
Ｓ５８ 優良賞 賞状・写真他２点
Ｓ５９ 優良賞 賞状・盾
Ｓ６０ 奨励賞 賞状
Ｓ６１ 優秀賞 賞状・盾
Ｓ６２ 優秀賞 賞状・盾
Ｓ６３ 優秀賞（県教育委員会賞）賞状・写真 他１点
Ｈ ３ 奨励賞 賞状
Ｈ ５ 優良賞 賞状・盾・写真
Ｈ ６ 優良賞 賞状・盾・写真×２
Ｈ ７ 奨励賞 賞状・写真
Ｈ ８ 奨励賞 賞状・写真
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FAX８２－０３０４

年度
Ｈ ９
Ｈ１０
Ｈ１１
Ｈ１２
Ｈ１３
Ｈ１４
Ｈ１５
Ｈ１６
Ｈ１７
Ｈ１８
Ｈ１９
Ｈ２０
Ｈ２１
Ｈ２２
Ｈ２３
Ｈ２４
Ｈ２５
Ｈ２６

表彰など
優良賞 賞状・盾・写真
写真
写真
優良賞 賞状・盾
奨励賞 賞状・写真
優良賞 賞状・盾・写真
優良賞 賞状・盾・写真
優良賞 賞状・盾・写真
優秀賞 賞状・盾・写真
写真
奨励賞 賞状・写真
奨励賞 賞状・写真
優良賞 賞状・盾・写真
奨励賞 賞状・写真
奨励賞 賞状・写真
優良賞 賞状・盾
写真
写真

ドッジボール関係
年度
大会
Ｈ１４ ＪＡカップドッジボールみなみ地区大会
Ｈ１５ ＪＡカップドッジボールみなみ地区大会
Ｈ１５ ＪＡカップドッジボールみなみ地区大会
Ｈ１６ ＪＡカップドッジボールみなみ地区大会
Ｈ１７ ＪＡカップドッジボールみなみ地区大会
Ｈ１８ 佐久市小学生ドッジボール大会６年男子の部
Ｈ１９ ＪＡカップドッジボール佐久浅間大会男子の部
Ｈ１９ 佐久市小学生ドッジボール大会６年女子の部
同４年女子の部
ＪＡ共済ドッジボール東信地区大会
Ｈ２０ 佐久市小学生ドッジボール大会５年男子の部
同４年女子の部
Ｈ２１ 佐久市小学生ドッジボール大会６年男子の部
同６年女子の部
同５年男子の部
同３年女子の部
佐久支部ドッジボール大会
Ｈ２２ 佐久市小学生ドッジボール大会６年男子の部
同４年女子の部
佐久支部ドッジボール大会女子
Ｈ２３ 佐久市小学生ドッジボール大会６年男子の部
佐久支部ドッジボール大会男子
佐久支部ドッジボール大会女子
Ｈ２４ 佐久市小学生ドッジボール大会６年女子の部
佐久支部ドッジボール大会男子
佐久支部ドッジボール大会女子
Ｈ２５ 佐久市小学生ドッジボール大会６年女子の部
佐久支部ドッジボール大会
Ｈ２６ 佐久市小学生ドッジボール大会６年女子の部
佐久支部ドッジボール大会男子
佐久支部ドッジボール大会女子
Ｈ２７ 佐久市小学生ドッジボール大会６年男子の部
佐久支部ドッジボール大会男子
佐久支部ドッジボール大会女子
Ｈ２８ 佐久支部ドッジボール大会男子
佐久支部ドッジボール大会女子
Ｈ２９ 佐久市小学生ドッジボール大会６年女子の部
佐久支部ドッジボール大会男子
佐久支部ドッジボール大会女子
Ｈ３０ 佐久支部ドッジボール大会
Ｒ ２ 佐久市小学生ドッジボール大会６年男子

表彰など
敢闘賞 盾・賞状
優勝 盾
準優勝 盾
敢闘賞 盾
３位（２つ） 盾
準優勝 盾
敢闘賞 盾・賞状
準優勝 盾
３位 賞状
敢闘賞 盾
準優勝 盾・賞状
３位 賞状
準優勝 盾・賞状
３位 賞状
優勝 盾・賞状
準優勝 盾・賞状
優勝賞状、準優勝賞状
準優勝 盾・賞状
優勝 盾・賞状
３位 賞状
優勝 盾・賞状
優勝 賞状
優勝 賞状
準優勝 盾・賞状
優勝 賞状
準優勝 賞状
３位 賞状
優勝 賞状
３位 賞状
３位 賞状
３位 賞状
３位 賞状
３位 賞状
３位 賞状
３位 賞状
優勝 賞状
優勝 盾・賞状
３位 賞状
優勝 賞状
敢闘賞 賞状
４位 賞状

スケート
年度
大会と表彰など
Ｓ５２ 軽井沢スケート競技大会第２３回男子２０００ＭＲ新記録賞 賞状・盾
同小学生男子総合６位 賞状
Ｓ６２ 松原湖スケート大会男子２０００ＭＲ ８位 賞状
Ｈ ５ 佐久スピードスケート競技会男子２０００ＭＲ 第６位 賞状
Ｈ ７ 銀河連邦星の町スピードスケート親善大会男子２０００ＭＲ 第３位 銅メダル・賞状
Ｈ ９ 銀河連邦星の町スピードスケート親善大会男子２０００ＭＲ 第６位 賞状
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Ｈ２２
Ｈ２３
Ｈ２４
Ｈ２５
Ｈ２６
Ｈ２７
Ｈ２８
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳

佐久市民スケート大会 第１位 賞状
佐久市民スケート大会 第１位 賞状
佐久市民スケート大会 第２位 賞状 ほか賞状１
佐久市民スケート大会 第１位 賞状
佐久市民スケート大会 第３位 賞状
佐久市民スケート大会 第１位 賞状
佐久市民スケート大会 第３位 賞状
南佐久親善スケート大会第４回 参加賞 トロフィー
南佐久親善スケート大会第６回 表彰不詳 トロフィー
南佐久親善スケート大会第８回 ２位 トロフィー
南佐久親善スケート大会第９回 優勝 トロフィー
南佐久親善スケート大会第１０回 参加賞 トロフィー
南佐久親善スケート大会第１１回 参加賞 トロフィー
南佐久親善スケート大会第１２回 参加賞 トロフィー
南佐久親善スケート大会第１３回 参加賞 トロフィー
南佐久親善スケート大会第１４回 参加賞 トロフィー
松原湖スケート大会第１９回 総合３位 トロフィー
大会不詳 サンキュー杯第１０回 敢闘賞 トロフィー
大会・賞不詳（スケート） 盾
佐久親善大会（スケート）第７回 第２位 盾

野球関係
年度
大会等
Ｓ５１ 臼田町少年野球
Ｓ５２ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｓ５３ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｓ５５ 南佐久郡少年野球大会
Ｓ５６ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｓ５８ 南佐久郡少年野球大会
Ｓ５９ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｓ６０ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｓ６１ 臼田町少年野球大会木次杯
Ｓ６２ 中込少年野球連盟十周年記念大会
Ｓ６３ ＪＳＣ乙組リーグ戦（野球）
Ｈ 元 南佐久郡少年野球大会
Ｈ ２ 南佐久郡少年野球大会
Ｈ ３ 東信地区軟式野球交流大会
Ｈ ４ 臼田町少年野球大会６年生の部夏季大会
Ｈ ５ 臼田町少年野球大会秋季大会
Ｈ ６ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｈ ７ 臼田ＪＳＣコスモリーグ戦（野球）
Ｈ ８ 南佐久郡少年野球大会準
Ｈ ９ 臼田町少年野球大会秋季大会
Ｈ１１ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｈ１２ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｈ１６ 臼田町少年野球大会秋季大会
Ｈ１７ 臼田町少年野球大会夏季大会
Ｈ１８ 佐久市少年野球大会Ｃブロック
Ｈ１９ 臼田町少年野球大会秋季大会
Ｈ２０ 千曲川教育リーグ戦
Ｈ２１ 臼田町少年野球大会秋季大会
Ｈ２２ 千曲川教育リーグ戦
Ｈ２３ 佐久市少年野球大会Ｃブロック
不詳
ＪＡ少年野球大会第６回
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表彰など
優勝 賞状
優勝 賞状・写真 他大会１点
優勝 賞状
３位 賞状
３位 賞状 他大会１点
３位 賞状 他大会１点
優勝 賞状 他大会１点
準優勝 トロフィー 他大会３点・写真
準優勝 トロフィー 他大会１０点
３位 トロフィー 他大会１点
敢闘賞 盾 他大会２点
優勝 賞状 他大会２点・写真１
準優勝 賞状 他大会３点
優勝 賞状
準優勝 トロフィー 他大会１点
３位 賞状 他大会３点
優勝 賞状 他大会４点
３位 トロフィー 他大会６点
優勝 トロフィー 他大会７点
３位 賞状 他大会３点
優勝 賞状 他大会２点
準優勝 賞状 他大会１点
準優勝 トロフィー 他大会１点・写真
準優勝 賞状 他大会２点
準優勝 賞状 他大会３点
優勝 賞状 他大会６点
優勝 賞状 他大会８点
優勝 賞状 他大会３点
優勝 賞状 他大会７点
優勝 賞状 他大会１１点
優勝 盾

不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳
不詳

東御市長旗わんぱく少年野球大会第８回
あすなろ大会（野球）第２６回Ｂブロック
佐久市少年野球大会第２回Ｃブロック
佐久市少年野球大会第４回Ｂブロック
佐久市少年野球大会第７回Ｃブロック
臼田町少年野球大会４年生の部 夏季大会
臼田町少年野球育成会

３位 トロフィー
優勝 盾
準優勝 盾
準優勝 盾
優勝 盾
優勝 トロフィー
準優勝 盾

ミニバスケットボール
年度
大会と表彰など
Ｈ ３ 臼田町ミニバスケットボール大会低学年の部敢闘賞 賞状
同高学年の部 ３位 賞状
Ｈ ５ 臼田町少女ミニバスケットボール大会 ３位 賞状
Ｈ ６ スポーツ少年団フェスティバル千曲交流大会女子ミニバスケットボール
ほか女子賞状１
Ｈ ９ 臼田町男子ミニバスケットボール大会 ３位 賞状
臼田町女子ミニバスケットボール大会 敢闘賞 賞状
Ｈ１０ 佐久地区ミニバス選手権大会 ２位 賞状
ほか男子賞状１、女子賞状１
Ｈ１１ 臼田町男子ミニバスケットボール大会 優勝 賞状 ほか賞状１
臼田町女子ミニバスケットボール大会 準優勝 賞状
Ｈ１７ 臼田男子ミニバスケットボール新人戦大会 優勝 賞状 ほか賞状１
不詳
ＪＳＣ千曲交流大会第１０回 少女ミニバスケットボールの部 敢闘賞
不詳
ミニバスケットボール新人戦大会第１１回 男子の部 準優勝
不詳
ミニバスケットボール新人戦大会第１６回 部門不詳 準優勝
不詳
臼田町ミニバスケットボール大会第１２回 男子の部 優勝

その他各種
Ｓ３４ 学校給食の実施に貢献 文部大臣表彰 賞状
Ｓ５９ 青少年善行表彰 賞状
Ｓ５９ 部落解放ポスター・作文コンクール学校賞 賞状
Ｓ６０ 佐久地区学童水泳記録会 男子２００ｍリレー 優勝 トロフィー
Ｓ６２ 学校環境整備事業（臼田町） 感謝状 賞状
Ｓ６３ 長野県学校安全優良校 賞状
長野県スポーツ少年団東信地区綱引競技交流大会 盾２点
Ｈ ２ 銀河連邦星の町駅伝大会青沼Ａ 第６位 賞状
Ｈ ６ 書き損じ等不要はがき寄付 感謝状 賞状
Ｈ１３ 子ども郵便局 表彰 賞状
Ｈ１６ 人権の花 感謝状・写真
Ｈ１９ 佐久商工会議所「世界初ハイブリッド車両を２００７本のひまわり
の線路で歓迎しよう」 感謝状 賞状
日本・フィリピン合同医療奉仕活動 感謝状 賞状
Ｈ２０ 漢字能力検定 奨励賞 賞状
日本・フィリピン合同医療奉仕活動 感謝状 賞状
Ｈ２２ 国連世界食糧計画ＷＦＰ 感謝状
第９回子どもたちの彫刻コンクール学校賞 賞状
Ｈ２５ 人権の花 感謝状
Ｈ２６ 佐久地区重唱コンクール 優良賞 賞状
Ｈ３０ 人権の花 感謝状
Ｒ１
長野県学生科学賞作品展覧会 優良賞 賞状ほか２点
Ｒ３
長野県学生科学賞作品展覧会 優良賞 賞状ほか２点
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準優勝

賞状

