
平成２６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
飛翔スワローズスポーツ少年団
ひしょうすわろーずすぽーつしょうねんだん

S54 4月 向　井　 拡　光

2 北海道
恵庭FCスポーツ少年団
えにわえふしーすぽーつしょうねんだん

S49 1月 笹　松　 京次郎

3 北海道
野幌卓球スポーツ少年団
のっぽろたっきゅうすぽーつしょうねんだん

S55 9月 橋　本　 茂　昭

4 青森県
みちのく銀行ストロークテニスクラブ
みちのくぎんこうすとろーくてにすくらぶ

S43 4月 小　宅　 健

5 青森県
五戸レディースソフトテニスクラブ
ごのへれでぃーすそふとてにすくらぶ

S59 6月 北　　　 千代子

6 岩手県
特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんまつぞのすぽーつくらぶ

H15 12月 浅　沼　 道　成

7 岩手県
特定非営利活動法人フォルダ
とくていひえいりかつどうほうじんふぉるだ

H17 12月 司　東　 道　雄

8 秋田県
少林寺拳法スポーツ少年団
しょうりんじけんぽうすぽーつしょうねんだん

S57 4月 藤　谷　 弘　志

9 秋田県
秋田県走友会
あきたけんそうゆうかい

S47 4月 角　　　 幸　造

10 山形県
アルカディアスポーツクラブ
あるかでぃあすぽーつくらぶ

H18 5月 情　野　 譲　治

11 茨城県
酒門いきいきスポーツクラブ
さかどいきいきすぽーつくらぶ

H20 7月 髙　橋　 五志生

12 茨城県
牛久市卓球部
うしくしたっきゅうぶ

S55 4月 井　寺　 清　人

13 群馬県
館林市体操協会
たてばやししたいそうきょうかい

S55 4月 鈴　木　 三　男

14 群馬県
高崎山岳会
たかさきさんがくかい

S6 6月 植　松　 勲

15 埼玉県
特定非営利活動法人戸田スポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんとだすぽーつくらぶ

H17 9月 菅　原　 寛

16 千葉県
NPO法人　ニッポンランナーズ
えぬぴーおーほうじんにっぽんらんなーず

H13 12月 金　　　 哲　彦

17 千葉県
NPO法人　習志野イースタンスポーツクラブ
えぬぴーおーほうじんならしのいーすたんすぽーつくらぶ

H15 5月 高　梨 　泰　一

18 東京都
恩方夕やけスポーツクラブ
おんがたゆうやけすぽーつくらぶ

H19 6月 前　原　 教　久

19 神奈川県
おおいそ骨太体操ボランティアの会
おおいそほねぶとたいそうぼらんてぃあのかい

H12 4月 深　村 　昭　子

20 新潟県
卓和クラブ
たくわくらぶ

S53 3月 五十嵐　 信　夫

21 新潟県
NPO法人阿賀野市総合型クラブ
えぬぴーおーほうじんあがのしそうごうがたくらぶ

H21 3月 國　井 　嘉　樹

22 富山県
S．スターズソフトボールクラブ
えすすたーずそふとぼーるくらぶ

S60 4月 能　登 　泰　幸

23 富山県
大久保少年サッカークラブ
おおくぼしょうねんさっかーくらぶ

S55 5月 栗　山 　邦　彦

24 富山県
福岡VITAクラブ
ふくおかびたくらぶ

H7 5月 芹　山 　政　宣

25 石川県
津幡町少年柔道教室
つばたまちしょうねんじゅうどうきょうしつ

S44 11月 坂　井　 幸　一

26 福井県
幾久健友会
いくひさけんゆうかい

S50 4月 栗　田 　幸　雄

27 長野県
一般社団法人木曽ひのきっ子ゆうゆうクラブ
いっぱんしゃだんほうじんきそひのきっこゆうゆうくらぶ

H13 11月 小　林 　治　美

28 静岡県
吉原野球クラブスポーツ少年団
よしわらやきゅうくらぶすぽーつしょうねんだん

S46 3月 青　木 　俊　夫

29 静岡県
船越サッカースポーツ少年団
ふなこしさっかーすぽーつしょうねんだん

S47 4月 上　野 　信　二

30 静岡県
島田第一サッカースポーツ少年団
しまだだいいちさっかーすぽーつしょうねんだん

S52 4月 紅　林　 利　彦
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31 愛知県
若園スポーツクラブ
わかぞのすぽーつくらぶ

H17 6月 寺　田 　親　史

32 愛知県
ふれあい佐布里スポーツクラブ
ふれあいそうりすぽーつくらぶ

H21 4月 齋　藤 　憲　一

33 京都府
桧山わいわいクラブ
ひのきやまわいわいくらぶ

H15 6月 西　下 　保

34 京都府
福知山スポーツクラブ
ふくちやますぽーつくらぶ

H18 2月 岩　城 　一　洋

35 京都府
レインボー
れいんぼー

S55 4月 小　林　 佐和子

36 京都府
EFTクラブ
いーえふてぃーくらぶ

S61 4月 畠　口 　登美子

37 大阪府
池田市剣道スポーツ少年団
いけだしけんどうすぽーつしょうねんだん

S40 4月 橘　井 　順　市

38 大阪府
香具波志スポーツ少年団
かぐはしすぽーつしょうねんだん

S45 4月 坂　本 　惠

39 大阪府
ファイターズサッカークラブ
ふぁいたーずさっかーくらぶ

S58 4月 嶌　岡　 徹

40 大阪府
豊中市北緑丘スポーツレクリエーション振興会
とよなかしきたみどりがおかすぽーつれくりえーしょんしんこうかい

H11 3月 西　田　 賀　祐

41 大阪府
さなえサッカースポーツ少年団
さなえさっかーすぽーつしょうねんだん

S39 4月 佐　桑 　和　彦

42 兵庫県
神陵台キラキラスポーツクラブ
しんりょうだいきらきらすぽーつくらぶ

H14 4月 戸　田　 延  彦

43 兵庫県
スポーツクラブ２１やしろ
スポーツくらぶにじゅういちやしろ

H14 3月 藤　野　 鉄　生

44 奈良県
王寺ランナーズクラブ
おうじらんなーずくらぶ

S55 1月 上　羽 　伸　一

45 奈良県
NPO法人川西スポーツクラブ
えぬぴーおーほうじんかわにしすぽーつくらぶ

H19 4月 辰　巳 　章　義

46 奈良県
NPO法人元気クラブいかるが
えぬぴーおーほうじんげんきくらぶいかるが

H20 2月 小　城　 利　重

47 鳥取県
ウルトラスポーツクラブ
うるとらすぽーつくらぶ

H20 6月 田　中 　秀　孝

48 岡山県
亀龍園空手道部
きりゅうえんからてどうぶ

H15 4月 和　泉　 雅　一

49 広島県
湯田陸上
ゆだりくじょう

S51 6月 新　羅　 武

50 山口県
白石少年剣友会スポーツ少年団
しらいししょうねんけんゆうかいすぽーつしょうねんだん

S36 4月 金　子　 哲　夫

51 山口県
NPO法人ココロとカラダ健究会
えぬぴーおーほうじんこころとからだけんきゅうかい

H16 4月 小　川 　忠　良

52 香川県
NPO法人シーガルスポーツクラブ
えぬぴーおーほうじんしーがるすぽーつくらぶ

H14 4月 立　本　 悟

53 愛媛県
松前柔道会
まさきじゅうどうかい

H5 4月 藤　田　 弘　之

54 愛媛県
全日本空手道連盟剛柔会大三島道場
ぜんにほんからてどうれんめいごうじゅうかいおおみしまどうじょう

S56 4月 井　上　 辰　夫

55 愛媛県
松山スキー会
まつやますきーかい

S38 9月 仙　波　 正　俊

56 高知県
ライラック
らいらっく

H5 2月 片　岡　 加　江

57 福岡県
ビクトリー・アローズ　スポーツ少年団
びくとりーあろーずすぽーつしょうねんだん

S46 4月 石　丸　 眞　人

58 佐賀県
白石町有明弓道徹真会
しろいしちょうありあけきゅうどうてっしんかい

S38 4月 片　渕 　一　廣

59 佐賀県
鹿島オレンジ
かしまおれんじ

S45 4月 森　﨑 　チエ子

60 佐賀県
千代田テニスクラブ
ちよだてにすくらぶ

H4 4月 福　島　 泰　正

クラブ 2 / 3



平成２６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

61 長崎県
東長崎レスリングクラブ
ひがしながさきれすりんぐくらぶ

S53 12月 福　田　 秀　人

62 長崎県
福江陸上クラブ
ふくえりくじょうくらぶ

S56 9月 磯　田　 小夜子

63 長崎県
ゆのきラグビースクール
ゆのきらぐびーすくーる

S61 4月 野　方　 慎　二

64 長崎県
大村相撲クラブ
おおむらすもうくらぶ

H元 3月 井　石　 俊　彦

65 熊本県
熊本オールドキッカーズ
くまもとおーるどきっかーず

H6 7月 藤　野　 健　一

66 大分県
中津レディースクラブ
なかつれでぃーすくらぶ

S58 10月 荒　金 　文　枝

67 宮崎県
至空塾
しくうじゅく

H12 5月 河　野　 和　久

68 鹿児島県
鹿児島市立松原小学校水泳同好会
かごしましりつまつばらしょうがっこうすいえいどうこうかい

S46 6月 平　岡　 達　磨
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