
平成２６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 桔梗野学区体育協会
ききょうのがっくたいいくきょうかい S40 4月 齋　藤　 楯雄身

2 岩手県 公益社団法人日本３Ｂ体操協会北東北地区岩手県支部
こうえきしゃだんほうじんにほんさんびーたいそうきょうかいきたとうほくちくいわてけんしぶ H13 1月 小　島　 洋　子

3 秋田県 秋田市レクリエーション協会
あきたしれくりえーしょんきょうかい H5 7月 佐　藤　 信　利

4 秋田県 秋田県ながぐつホッケー連盟
あきたけんながぐつほっけーれんめい S62 2月 関　　　 直　樹

5 山形県 朝日スポーツ少年団
あさひすぽーつしょうねんだん S55 4月 佐　藤　 利　浩

6 茨城県 守谷市体育協会
もりやしたいいくきょうかい S43 10月 又　耒　 成　人

7 茨城県 結城市軟式野球連盟
ゆうきしなんしきやきゅうれんめい S25 4月 山　田 　英　雄

8 栃木県 鹿沼市剣道連盟
かぬましけんどうれんめい S29 12月 齋　藤　 幸　一

9 栃木県 茂木町卓球連盟
もてぎまちたっきゅうれんめい H6 9月 横　堀　 慶　幸

10 栃木県 宇都宮市水泳連盟
うつのみやしすいえいれんめい S35 4月 里　村　 佳　行

11 栃木県 芳賀町剣道連盟
はがまちけんどうれんめい S48 4月 樋　田 　貞　夫

12 群馬県 群馬県剣道連盟新田太田支部
ぐんまけんけんどうれんめいにったおおたしぶ S54 12月 窪　田　 智　司

13 群馬県 伊勢崎市バドミントン協会
いせさきしばどみんとんきょうかい S49 6月 亀ヶ澤　 正　男

14 埼玉県 坂戸市体育協会
さかどしたいいくきょうかい S35 3月 新　井 　博　勝

15 埼玉県 越谷市レクリエーション協会
こしがやしれくりえーしょんきょうかい S44 12月 黒　田 　重　晴

16 埼玉県 上里町スポーツ少年団
かみさとまちすぽーつしょうねんだん S57 4月 髙　橋　 仁

17 千葉県 館山剣道連盟
たてやまけんどうれんめい S30 4月 中　西 　安　廣

18 千葉県 船橋市サッカー協会
ふなばししさっかーきょうかい S37 4月 斉　藤　 守

19 千葉県 鎌ケ谷市野球協会
かまがやしやきゅうきょうかい S43 4月 石　井　 一　美

20 東京都 足立区トランポリン協会
あだちくとらんぽりんきょうかい S57 6月 鈴　木 　進

21 東京都 NPO法人東京都ウオーキング協会
えぬぴーおーほうじんとうきょうとうおーきんぐきょうかい S39 10月 柳　生　 昌　良

22 東京都 東京都車椅子バスケットボール連盟
とうきょうとくるまいすばすけっとぼーるれんめい S47 4月 玉　川　 敏　彦

23 東京都 調布市なぎなた連盟
ちょうふしなぎなたれんめい S44 9月 遠　藤 　衛

24 東京都 江東区ソフトテニス連盟
こうとうくそふとてにすれんめい S25 10月 山　﨑　 莞　爾

25 神奈川県 相模原市山岳協会
さがみはらしさんがくきょうかい S29 9月 榎　本　 正

26 神奈川県 綾瀬市レクリエーション協会
あやせしれくりえーしょんきょうかい S48 5月 内　藤　 かね子

27 神奈川県 国府津体育振興会
こうづたいいくしんこうかい S52 6月 古　谷 　浩

28 神奈川県 川崎市一般体操連盟
かわさきしいっぱんたいそうれんめい H3 11月 禰　津 　久　子

29 富山県 富山県パークゴルフ協会連合会
とやまけんぱーくごるふきょうかいれんごうかい H4 4月 四　方　 正　治

30 石川県 小松市テニス協会
こまつしてにすきょうかい S42 4月 沢　野 　唯　志
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31 石川県 内灘町水泳協会
うちなだまちすいえいきょうかい S53 8月 雲　野 　泰　自

32 石川県 七尾市バレーボール協会
ななおしばれーぼーるきょうかい S22 4月 谷　内 　洋　介

33 福井県 福井市相撲連盟
ふくいしすもうれんめい S21 4月 川　村　 正　男

34 長野県 佐久ソフトテニス連盟
さくそふとてにすれんめい S36 4月 相　澤 　芳　治

35 愛知県 豊橋卓球協会
とよはしたっきゅうきょうかい S24 4月 天　野 　髙　廣

36 愛知県 豊橋自転車競技協会
とよはしじてんしゃきょうぎきょうかい S23 4月 伊　藤 　雄　章

37 愛知県 知多市体育協会弓道部
ちたしたいいくきょうかいきゅうどうぶ S35 4月 高　橋　 佐智子

38 滋賀県 中央学区体育振興会
ちゅうおうがっくたいいくしんこうかい S35 4月 木　村 　徹　也

39 兵庫県 福崎町体育協会
ふくさきちょうたいいくきょうかい S48 4月 難　波 　弘　一

40 奈良県 明日香村体育協会
あすかむらたいいくきょうかい S53 10月 石　田　 雅　則

41 鳥取県 三朝町スポーツ少年団
みささちょうすぽーつしょうねんだん S39 4月 朝　倉　 聡

42 鳥取県 南部町スポーツ少年団
なんぶちょうすぽーつしょうねんだん H16 10月 永　江 　多輝夫

43 岡山県 鏡野町スポーツ少年団
かがみのちょうすぽーつしょうねんだん S43 4月 年　岡　 康　雄

44 岡山県 奈義町スポーツ少年団
なぎちょうすぽーつしょうねんだん S58 4月 延　原 　孝

45 岡山県 井原市スポーツ少年団
いばらしすぽーつしょうねんだん H17 4月 片　山　 正　樹

46 広島県 日浦学区体育協会
ひうらがっくたいいくきょうかい S46 5月 西　田 　浩

47 広島県 小河内学区体育協会
おがうちがっくたいいくきょうかい S45 4月 前　寺　 哲　信

48 山口県 山口県シェアリングネイチャー協会
やまぐちけんしぇありんぐねいちゃーきょうかい H10 9月 明　石　 和　子

49 山口県 ヒューストン日本安全吹矢協会山口県支部
ひゅーすとんにほんあんぜんふきやきょうかいやまぐちけんしぶ H9 10月 明　石　 誠　一

50 香川県 香川県パドルテニス協会
かがわけんぱどるてにすきょうかい H14 4月 太　田　 盛　廣

51 香川県 香川県トランポリン協会
かがわけんとらんぽりんきょうかい S56 4月 都　村　 忠　弘

52 愛媛県 愛媛県テニス協会
えひめけんてにすきょうかい S36 2月 大　塚 　岩　男

53 高知県 高知市横内体育会
こうちしよこうちたいいくかい H10 9月 高　橋　 徹

54 高知県 高知市介良潮見台体育会
こうちしけらしおみだいたいいくかい H11 4月 澤　本　 彰　仁

55 佐賀県 大町町ゲートボール協会
おおまちちょうげーとぼーるきょうかい S55 4月 野　村 　芳　勝

56 熊本県 八代市剣道連盟
やつしろしけんどうれんめい S24 4月 増　田 　國　夫

57 熊本県 玉名市サッカー協会
たまなしさっかーきょうかい S44 9月 下　川　 研　一

58 鹿児島県 鹿児島市サッカー協会
かごしましさっかーきょうかい S27 4月 木　原　 利　幸

59 鹿児島県 薩摩川内市ラグビーフットボール協会
さつませんだいしらぐびーふっとぼーるきょうかい S50 4月 車　田 　隆　二

60 鹿児島県 薩摩川内市テニス連盟
さつませんだいしてにすれんめい S50 4月 松　元　 隆　明
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61 沖縄県 那覇市空手道連盟
なはしからてどうれんめい H6 6月 真栄城　 守　信
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