
平成２５年度生涯スポーツ優良団体（スポーツクラブ以外)　一覧

番号 都道府県名
団　　体　　名

設立年月 代　表　者ふりがな

1 青森県
三沢市バレーボール協会
みさわしばれーぼーるきょうかい

S27年 4月 小比類巻 雅　彦

2 秋田県
秋田市バスケットボール協会
あきたしばすけっとぼーるきょうかい

S21年 9月 松　橋　 昭　夫

3 秋田県
秋田県レクリエーション協会
あきたけんれくりえーしょんきょうかい

S41年 1月 小笠原　 直　樹

4 茨城県
東海村弓道連盟東海村支部
とうかいむらきゅうどうれんめいとうかいむらしぶ

S46年 9月 田　口　 敏　朗

5 栃木県
鹿沼市陸上競技協会
かぬましりくじょうきょうぎきょうかい

S32年 4月 中　沼　 利　榮

6 栃木県
那須塩原市ソフトボール協会
なすしおばらしそふとぼーるきょうかい

S52年 4月 大　島　 福　寿

7 栃木県
足利陸上競技倶楽部
あしかがりくじょうきょうぎくらぶ

S2年 4月 小　沼　 光　雄

8 栃木県
宇都宮市バドミントン協会
うつのみやしばどみんとんきょうかい

S39年 4月 保　田 　誠　一

9 群馬県
榛東村体育協会
しんとうむらたいいくきょうかい

S41年 9月 飯　島　 道　治

10 群馬県
群馬県インディアカ協会
ぐんまけんいんでぃあかきょうかい

H6年 7月 髙　橋　 良　枝

11 埼玉県
特定非営利活動法人飯能市体育協会
とくていひえいりかつどうほうじんはんのうしたいいくきょうかい

S24年 8月 秋　澤　 　稔

12 埼玉県
深谷市体育協会
ふかやしたいいくきょうかい

S31年 9月 関　口　 善　行

13 千葉県
船橋市バスケットボール協会
ふなばししばすけっとぼーるきょうかい

S26年 4月 松　岡　　 毅

14 千葉県
野田市剣道連盟
のだしけんどうれんめい

S29年 2月 大　高　 幸　一

15 千葉県
流山市少年サッカー連盟
ながれやまししょうねんさっかーれんめい

S55年 4月 白　井　 榮　一

16 東京都
NPO法人立川市レクリエーション協会
えぬぴーおーほうじんたちかわしれくりえーしょんきょうかい

H16年 3月 中　野 　隆　右

17 東京都
青梅市バレーボール連盟
おうめしばれーぼーるれんめい

S27年 4月 並　木　 修　一

18 東京都
足立区水泳連盟
あだちくすいえいれんめい

S24年 6月 川　名　 康　之

19 東京都
東京都ボウリング連盟
とうきょうとぼうりんぐれんめい

S37年 4月 小　野　 清　子

20 東京都
荒川区剣道連盟
あらかわくけんどうれんめい

S27年 5月 松　岡　 由　樹

21 東京都
江東区バドミントン協会
こうとうくばどみんとんきょうかい

S34年 4月 山　本　 香代子

22 神奈川県
相模原市スキー協会
さがみはらしすきーきょうかい

S29年 9月 三　塚　 康　雄

23 神奈川県
綾瀬市剣道連盟
あやせしけんどうれんめい

S51年 1月 中　村　 清　法

24 神奈川県
茅ヶ崎柔道協会
ちがさきじゅうどうきょうかい

S23年 4月 牧　野　 吉　一

25 新潟県
村上市体育協会
むらかみしたいいくきょうかい

H20年 4月 松　澤 　昌　雄

26 富山県
富山県フォークダンス連盟
とやまけんふぉーくだんすれんめい

S55年 10月 　西　　 利　行　

27 富山県
富山県ママさんバレーボール連盟
とやまけんままさんばれーぼーるれんめい

S59年 4月 磯　野　 くに子

28 石川県
七尾市陸上競技協会
ななおしりくじょうきょうぎきょうかい

S23年 4月 大　岩　 為　一

29 石川県
小松市ソフトテニス協会
こまつしそふとてにすきょうかい

S15年 12月 　南　　 英　信　

30 石川県
珠洲市トランポリン協会
すずしとらんぽりんきょうかい

S50年 2月 岡　田　 禮　治
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31 長野県
大町市バレーボール協会
おおまちしばれーぼーるきょうかい

S35年 4月 北　村　 喜　男

32 愛知県
豊橋サッカー協会
とよはしさっかーきょうかい

S23年 4月 木　下　　 洋　

33 愛知県
豊橋剣道連盟
とよはしけんどうれんめい

S28年 7月 鈴　木　 利　夫

34 三重県
四日市婦人テニス協会
よっかいちふじんてにすきょうかい

S53年 5月 　森　　 純　孝　

35 滋賀県
雄琴学区体育振興会
おごとがっくたいいくしんこうかい

S36年 8月 宇　野　 直　樹

36 滋賀県
富士見学区体育振興会
ふじみがっくたいいくしんこうかい

S49年 4月 安　田　 晴　彦

37 兵庫県
神戸市スポーツ少年団
こうべしすぽーつしょうねんだん

S45年 4月 湯　本　 政　一

38 奈良県
宇陀市体育協会
うだしたいいくきょうかい

H18年 1月 稗　田　 雄　三

39 奈良県
奈良県軟式野球連盟生駒市支部
ならけんなんしきやきゅうれんめいいこまししぶ

S52年 2月 鉄　東　　 喬

40 鳥取県
大山町スポーツ少年団
だいせんちょうすぽーつしょうねんだん

S50年 4月 山　根　　 浩　

41 岡山県
赤磐市スポーツ少年団
あかいわしすぽーつしょうねんだん

H17年 3月 矢　吹　　 保　

42 岡山県
総社市スポーツ少年団
そうじゃしすぽーつしょうねんだん

H18年 4月 小　倉　 太　郎

43 岡山県
美咲町スポーツ少年団
みさきちょうすぽーつしょうねんだん

H17年 3月 　泉　　 和　男　

44 広島県
戸山学区体育協会
とやまがっくたいいくきょうかい

S46年 4月 内　藤　 正　芳

45 広島県
大林学区体育協会
おおばやしがっくたいいくきょうかい

S47年 11月 新　本　 秀　通

46 山口県
山口県グラウンド・ゴルフ協会
やまぐちけんぐらうんど・ごるふきょうかい

H4年 4月 築　森　 　正　

47 山口県
山口県レクリエーション卓球連盟
やまぐちけんれくりえーしょんたっきゅうれんめい

S55年 9月 久保田　 孝　子

48 香川県
香川県スポーツ吹矢協会
かがわけんすぽーつふきやきょうかい

H11年 4月 木　村　 城　郎

49 高知県
高知市第四体育会
こうちしだいしたいいくかい

S62年 11月 岡　部　 順　一

50 佐賀県
上峰町剣道連盟
かみみねちょうけんどうれんめい

S30年 2月 八　谷　 日出夫

51 佐賀県
有田町水泳協会
ありたちょうすいえいきょうかい

S57年 7月 廉　隅　 喜美子

52 熊本県
八代市弓道連盟
やつしろしきゅうどうれんめい

S22年 4月 水　谷　 謙一郎

53 熊本県
八代市サッカー協会
やつしろしさっかーきょうかい

S55年 4月 北　園　 武　広

54 鹿児島県
摩川内市ソフトボール協会

さつませんだいしそふとぼーるきょうかい
S42年 11月 茶　圓　　 薫　

55 鹿児島県
鹿児島市卓球連盟
かごしましたっきゅうれんめい

S34年 4月 具志堅　　 隆

56 鹿児島県
鹿児島市レクリエーション協会
かごしましれくりえーしょんきょうかい

H6年 9月 古　木　 圭　介
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