2003〜2004年度 西日本区表彰一覧
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最優秀クラブ賞
理事特別賞
最優秀ブリテン賞
優秀ブリテン賞
YMCAｻｰﾋﾞｽ最優秀賞
YMCAｻｰﾋﾞｽ優秀賞
ﾕｰｽ支援優秀賞
地域奉仕事業最優秀ｸﾗﾌﾞ賞
地域奉仕優秀賞
CS資金クラブベスト１０

大阪なかのしま
杉浦眞喜子（大阪なかのしま）
大阪土佐堀
京都ウエスト ・熊本むさし
大阪サザンスカイ
大阪ヴェクセル ・四日市
阪和部
京都グローバル
長崎 ・大阪なかのしま ・大阪河内 ・長浜
1名古屋東海 2大阪なかのしま ・3京都めいぷる ・4京都グローバル ・5和歌山
6奈良 ・7大阪西 ・8大阪 ・9熊本むさし ・9.東広島
11 CS資金個人ベスト１０
1澤田賢司(京都グローバル) 2吉本幸男(京都めいぷる) 3ｵｰﾄﾞﾘ・ｷﾞﾙｸﾞ(大阪なかのしま)
4八木武志(名古屋東海) 5神谷尚孝(和歌山) 6野村秋博(名古屋東海)
7江見淑子(大阪なかのしま) 8佐藤千鶴子(奈良) 9阪田民明(京都グローバル)
10森田恵三(京都ウエスト)
12 TOF資金クラブベスト１０
1京都トゥービー 2京都ウイング 3京都グローバル 4京都ウエスト 5大阪河内
5.熊本みなみ 7京都キャピタル 8芦屋 9京都トップス 10京都プリンス
13 FF資金クラブベスト１０
1京都グローバル 2大阪なかのしま 3岩国 4近江八幡 5大阪河内 6名古屋グランパス
7京都キャピタル 8京都トゥービー 9京都エイブル 10彦根シャトー 10和歌山紀の川
10宝塚 10姫路 10姫路グローバル 10広島 10長崎 10熊本ジェーンズ
14 FF資金個人ベスト１０
1澤田賢司(京都グローバル) 2谷口憲一(京都グローバル) 3北村寿朗(京都グローバル)
4北野裕紀子(京都グローバル) 5上原 康(京都グローバル) 6柳坂皓一(京都グローバル)
7冨岡千代(京都グローバル) 8二井 徹(京都グローバル) 9廣澤恭子(京都グローバル)
10高橋秀樹(京都グローバル)
15 CS・TOF・FF目標達成賞
近江八幡 ・長崎 ・京都キャピタル ・京都エイブル ・京都グローバル ・京都トゥービー
大阪河内 ・和歌山紀の川 ・大阪なかのしま ・宝塚 ・姫路 ・広島
16 EMC最優秀クラブ賞
京都グローバル
17 EMC最優秀ワイズメン賞
菅 正康（熊本ジェーンズ）
18 EMC優秀クラブ賞
京都エイブル ・熊本ジェーンズ
19 EMC優秀ワイズメン賞
堀江 芙美（近江八幡） ・一井 伸介（草津） ・石倉 尚（京都キャピタル）
工藤 義正（大阪土佐堀）
20 C優秀賞
大津 ・奈良 ・鳥取
21 ２０名以上達成賞
近江八幡 ・京都みやび
22 ノンドロップ賞
名古屋 ・四日市 ・滋賀蒲生野 ・京都ウイング ・京都洛中 ・京都グローバル
大阪 ・大阪土佐堀 ・大阪千里 ・大阪高槻 ・大阪センテニアル ・大阪茨木
和歌山 ・和歌山紀の川 ・大阪河内 ・広島
23 青年会員獲得賞
彦根 ・京都パレス ・京都ウエスト ・京都キャピタル ・京都プリンス ・京都みやび
京都さくら ・京都トゥービー ・大阪なかのしま ・田辺 ・大阪堺 ・米子 ・広島
24 出席率９０％以上達成賞
京都ウエスト ・京都キャピタル ・京都グローバル
25 出席率９０％以上努力賞
長浜 ・京都 ・京都パレス ・京都センチュリー ・京都ウイング ・京都洛中
京都エイブル ・京都みやび ・京都トップス ・京都トゥービー ・和歌山紀の川
26 個人メイクアップ賞
今井利子（大阪なかのしま） ・東 正美（和歌山） ・松本武彦（大阪ヴェクセル）
27 ファンド事業最優秀クラブ賞 京都グローバル
28 BF切手最優秀賞
岡山クラブ
29 BF達成トップテン賞
1和歌山 2奈良 3京都グローバル 4金沢犀川 5神戸ポート 6神戸 7大阪
8大阪なかのしま 9和歌山紀の川 10大阪サウス
30 BF100％達成賞
金沢 ・富山 ・名古屋東海 ・四日市 ・金沢犀川 ・近江八幡 ・彦根 ・彦根シャトー
長浜 ・京都 ・京都パレス ・京都ウエスト ・京都キャピタル ・京都プリンス
京都センチュリー ・京都ウイング ・京都エイブル ・京都グローバル ・京都みやび
京都トゥービー ・和歌山 ・奈良 ・大阪サウス ・大阪河内 ・大阪長野 ・大阪泉北
和歌山紀の川 ・大阪サザンスカイ ・大阪 ・大阪土佐堀 ・大阪千里 ・大阪センテニアル
大阪西 ・大阪なかのしま ・神戸 ・西宮 ・神戸ポート ・姫路 ・岡山 ・広島
福岡中央 ・熊本 ・熊本ジェーンズ ・熊本むさし
31 交流事業最優秀クラブ賞
和歌山紀の川
32 IBC締結賞
神戸学園都市 ・和歌山紀の川 ・彦根シャトー
33 DBC締結賞
名古屋グランパス ・岡山 ・鳥取 ・呉 ・京都センチュリー ・宮崎
34 BC交流賞
大阪なかのしま ・大阪土佐堀 ・大阪西 ・京都センチュリー ・東広島
35 交流特別賞
和歌山紀の川 ・京都センチュリー ・京都ウイング
36 広報事業最優秀クラブ賞
京都ウエスト
37 広報事業優秀賞
岩国 ・彦根シャトー ・京都
38 報道実績賞
京都 ・大阪なかのしま ・福知山 ・京都エイブル ・彦根シャトー ・さんだ ・岩国
大阪河内 ・長浜 ・姫路グローバル ・福山
39 ホームページ開設賞
名古屋グランパス ・京都グローバル ・京都みやび ・和歌山紀の川 ・大阪土佐堀
大阪ヴェクセル
40 広報事業功労賞
倉田 正昭（京都）
41 広報事業委員会賞
京都トゥービー
42 メネット事業最優秀賞
京都キャピタルメネット
43 メネット事業参加協力賞
大阪なかのしま ・熊本ジェーンズ ・京都キャピタル
44 メネット事業優秀賞
奈良クラブ ・大阪サザンスカイ ・大阪西
45 メネット活動優秀賞
名古屋 ・神戸 ・福山

