
平成２５年度生涯スポーツ優良団体（スポーツクラブ)　一覧

番号 都道府県名
ク　ラ　ブ　名

代　表　者設立年月ふりがな

1 北海道
新中野サンシャインスポーツ少年団
しんなかのさんしゃいんすぽーつしょうねんだん

S54年 4月 中　村　 輝　利

2 北海道
大麻空手スポーツ少年団
おおあさからてすぽーつしょうねんだん

S54年 4月 音　部　 憲　夫

3 北海道
苫小牧北心館剣道スポーツ少年団
とまこまいほくしんかんけんどうすぽーつしょうねんだん

S55年 4月 三　熊　 邦　之

4 青森県
板柳剣友会
いたやなぎけんゆうかい

S25年 4月 吉　田　 　章

5 青森県
横浜町体育協会卓球部
よこはままちたいいくきょうかいたっきゅうぶ

S45年 6月 濵　谷　 和　恵

6 青森県
大畑少年剣道錬成会
おおはたしょうねんけんどうれんせいかい

S55年 4月 北　上　 重　顯

7 秋田県
仁井田野球スポーツ少年団
にいだやきゅうすぽーつしょうねんだん

S48年 4月 安　宅　 英　夫

8 秋田県
NPO法人横手フットボール倶楽部
えぬぴーおーほうじんよこてふっとぼーるくらぶ

S54年 11月 福　田　 　誠

9 山形県
しばはしマリナーズスポーツ少年団
しばはしまりなーずすぽーつしょうねんだん

S56年 5月 佐　竹 　弘　一

10 山形県
最上町スキークラブ
もがみまちすきーくらぶ

S34年 8月 田　宮 　秀　記

11 福島県
会津なぎなたスポーツ少年団
あいづなぎなたすぽーつしょうねんだん

H元年 10月 五十嵐　 　義

12 福島県
本宮スキークラブ
もとみやすきーくらぶ

S28年 12月 後　藤　 邦　男

13 福島県
勿来卓球クラブ
なこそたっきゅうくらぶ

H5年 9月 三　瓶　 清　次

14 茨城県
特定非営利活動法人塙山コミュニティクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんはなやまこみゅにてぃくらぶ

H18年 5月 西　村　 和　文

15 茨城県
牛久フォークダンス協会
うしくふぉーくだんすきょうかい

S55年 4月 玉　虫　 富　子

16 茨城県
俊水舘道場
しゅんすいかんどうじょう

H14年 4月 金　井　 信　彦

17 群馬県
松井田オールドボーイズ
まついだおーるどぼーいず

S53年 3月 矢　野　 次　郎

18 群馬県
安中市体育協会ソフトテニス部
あんなかしたいいくきょうかいそふとてにすぶ

S43年 4月 　林　　 勝　弘

19 埼玉県
特定非営利活動法人鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんこうのすぶれすそうごうがたすぽーつくらぶ

H17年 7月 海老名　　 寛

20 埼玉県
特定非営利活動法人SHIRAOKA K'sフットボールクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんしらおかけいずふっとぼーるくらぶ

H13年 4月 冨　岡　 浩　一

21 千葉県
NPO法人習志野ベイサイドスポーツクラブ
えぬぴーおーほうじんならしのべいさいどすぽーつくらぶ

H13年 5月 嶋　村　 清　一

22 千葉県
NPO法人幕張西スポーツクラブ
えぬぴーおーほうじんまくはりにしすぽーつくらぶ

H18年 4月 結　城　 幸　雄

23 神奈川県
神奈川フォークダンス普及会
かながわふぉーくだんすふきゅうかい

S27年 4月 加　藤　 京　子

24 神奈川県
逗子なぎさクラブ
ずしなぎさくらぶ

S45年 4月 笠　原　 恵　子

25 新潟県
両津バレーボールクラブ
りょうつばれーぼーるくらぶ

S35年 6月 平　間　 俊　雄

26 新潟県
特定非営利活動法人ネージュスポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんねーじゅすぽーつくらぶ

H20年 3月 齋　藤　 國　平

27 新潟県
特定非営利活動法人うらがわらスポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんうらがわらすぽーつくらぶ

H16年 11月 村　松　　 徹

28 富山県
高岡古城クラブ
たかおかこじょうくらぶ

S51年 7月 大　石　　 

29 富山県
庄南スポーツ少年団バドミントン部
しょうなんすぽーつしょうねんだんばどみんとんぶ

S54年 6月 横　山　 直　一

30 石川県
中条サッカースポーツ少年団
ちゅじょうさっかーすぽーつしょうねんだん

S46年 1月 石　川　 陳　雅
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31 福井県
一般社団法人清水スポーツクラブ
いっぱんしゃだんほうじんしみずすぽーつくらぶ

H18年 1月 髙　島　　 勝

32 福井県
えちぜんスポーツクラブ
えちぜんすぽーつくらぶ

H18年 4月 佐々木　 正　純

33 山梨県
山梨柔道スポーツ少年団
やまなしじゅうどうすぽーつしょうねんだん

S63年 4月 石　原　 隆　彦

34 山梨県
上野原剣道スポーツ少年団
うえのはらけんどうすぽーつしょうねんだん

S56年 6月 奈　良　　 篤　

35 山梨県
南松院空手道スポーツ少年団
なんしょういんからてどうすぽーつしょうねんだん

S52年 1月 塚　田　 津久男

36 長野県
NPO法人下諏訪町体育協会バスケットボール部
えぬぴーおーほうじんしもすわまちたいいくきょうかいばすけっとぼーるぶ

S21年 6月 芦　部　 健　二

37 静岡県
浜松蒲野球スポーツ少年団
はままつかばやきゅうすぽーつしょうねんだん

S55年 4月 森　下　　 忠　

38 静岡県
服織サッカースポーツ少年団
はとりさっかーすぽーつしょうねんだん

S43年 4月 平　野　 文　健

39 静岡県
黒田サッカースポーツ少年団
くろださっかーすぽーつしょうねんだん

S47年 4月 堀　池　 大　輔

40 静岡県
袋井アスレチッククラブスポーツ少年団
ふくろいあすれちっくくらぶすぽーつしょうねんだん

H3年 11月 伊　藤　 秀　志

41 愛知県
特定非営利活動法人美里スポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんみさとすぽーつくらぶ

H17年 5月 志　治　 達　雄

42 愛知県
五条スポーツクラブ
ごじょうすぽーつくらぶ

H15年 5月 井　上　 慶次郎

43 愛知県
栗島スポーツクラブ
くりしますぽーつくらぶ

H15年 5月 後　藤　 正　行

44 京都府
総合型長七みんなのスポーツクラブ
そうごうがたながしちみんなのすぽーつくらぶ

H15年 5月 鈴　木　　 勉　

45 京都府
南つつじヶ丘スポーツクラブ
みなみつつじがおかすぽーつくらぶ

H16年 3月 森　口　　 茂　

46 京都府
つくし
つくし

S52年 4月 木　田　 裕　子

47 京都府
伏見ソフトテニスクラブ
ふしみそふとてにすくらぶ

H5年 4月 幸　村　　 誠　

48 大阪府
豊能BMファイターズ
とよのびーえむふぁいたーず

S52年 2月 　森　　 哲　也　

49 大阪府
池田市柔道スポーツ少年団
いけだしじゅうどうすぽーつしょうねんだん

S40年 4月 西　川　 宣　之

50 大阪府
光風台マミーズ
こうふうだいまみーず

S50年 4月 渡　辺　 いづみ

51 大阪府
吹田ヘルス（ランニング）
すいたへるす（らんにんぐ）

S55年 4月 石　井　 忠　臣

52 大阪府
東中浜ジャイアンツスポーツ少年団
ひがしなかはまじゃいあんつすぽーつしょうねんだん

S42年 5月 森　田　 泰　正

53 兵庫県
スポーツクラブ21日高
すぽーつくらぶにじゅういちひだか

H13年 3月 綿　貫　 祥　一

54 奈良県
NPO法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ
えぬぴーおーほうじんぽるべにるかしはらすぽーつくらぶ

H15年 12月 福　西　 達　男

55 奈良県
奈良市民走ろう会
ならしみんはしろうかい

S51年 3月 竹　村　　 允　

56 岡山県
スポーツ・レクリエーション倶楽部くせ
すぽーつ・れくりえーしょんくらぶくせ

H15年 5月 黒　澤　　 実　

57 広島県
三原ドルフィンクラブ
みはらどるふぃんくらぶ

S56年 7月 鎗　本　　 准　

58 広島県
特定非営利活動法人みわスポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんみわすぽーつくらぶ

H19年 3月 高　味　 俊　雄

59 広島県
福山ゴールドクラブ
ふくやまごーるどくらぶ

S54年 1月 谷　次　 博　之

60 山口県
牟礼剣友会スポーツ少年団
むれけんゆうかいすぽーつしょうねんだん

S30年 4月 中　村　 佳　雄
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61 山口県
スポーツNPO法人ひかりクラブ
すぽーつえぬぴーおーほうじんひかりくらぶ

H15年 12月 田　中　 道　子

62 香川県
NPO法人ELF丸亀
えぬぴーおーほうじんえるふまるがめ

H14年 4月 齊　藤　 栄　嗣

63 愛媛県
愛媛県武道館柔道クラブ
えひめけんぶどうかんじゅうどうくらぶ

S63年 4月 川　上　 　進　

64 愛媛県
土居クラブ
どいくらぶ

S54年 4月 山　内　 房　子

65 愛媛県
社団法人日本空手協会光倫館支部
しゃだんほうじんにほんからてきょうかいこうりんかんしぶ

S57年 4月 前　田　 誠　治

66 愛媛県
津島清流テニスクラブ
つしませいりゅうてにすくらぶ

S60年 4月 花　本　 光　典

67 佐賀県
牛津少年野球クラブ
うしづしょうねんやきゅうくらぶ

S48年 2月 野　田　 利　治

68 長崎県
長崎市銃剣道連合協会
ながさきしじゅうけんどうれんごうきょうかい

S32年 4月 松　岡　 誠　二

69 長崎県
池田病院バレーボールクラブ
いけだびょういんばれーぼーるくらぶ

S45年 4月 小　島　　 進　

70 長崎県
今福少年剣道クラブ
いまふくしょうねんけんどうくらぶ

S54年 12月 髙　橋　 勝　幸

71 長崎県
三菱重工バドミントン部
みつびしじゅうこうばどみんとんくらぶ

S24年 2月 三　根　　 哲

72 熊本県
ひごたいクラブ
ひごたいくらぶ

H元年 5月 石　原　 頼　子

73 大分県
大分走ろう会
おおいたはしろうかい

S52年 4月 植　木　 宏　治

74 宮崎県
五十路会
いそじかい

S55年 8月 持　永　 為　儀

75 宮崎県
白水道場
しらみずどうじょう

S41年 4月 荒　川　 覚　昭

76 鹿児島県
ソニーセミコンダクタ九州女子ハンドボール部
そにーせみこんだくたきゅうしゅうじょしはんどぼーるぶ

S59年 4月 山　口　 和　久　

77 沖縄県
宮里スポーツ少年団
みやざとすぽーつしょうねんだん

S49年 5月 島　袋　 啓　二
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