
平成２７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 八雲陸上スポーツ少年団

やくもりくじょうすぽーつしょうねんだん
S48 4月 川　岸　 謙　司

2 北海道 別海水泳スポーツ少年団

べっかいすいえいすぽーつしょうねんだん
S53 4月 加　瀬　 めぐみ

3 北海道 剣志会剣道スポーツ少年団

けんしかいけんどうすぽーつしょうねんだん
S57 8月 横　山　 晴　行

4 青森県 鶴田町野球協会

つるたまちやきゅうきょうかい
S27 4月 渋　谷　 兼　幸

5 青森県 野辺地剣友会

のへじけんゆうかい
S27 4月 二　木　 一　雄

6 岩手県 公益財団法人滝沢市体育協会チャグチャグスポーツクラブ

こうえきざいだんほうじんたきざわしたいいくきょうかいちゃぐちゃぐすぽーつくらぶ
H14 4月 三　浦　 壮　六

7 秋田県 飯島ジュニアクラブ

いいじまじゅにあくらぶ
H12 5月 鎌　田　 照　平

8 山形県 ほなみふれあいスポーツクラブ

ほなみふれあいすぽーつくらぶ
H19 2月 長　岡　 義　隆

9 山形県 鮭川Jrバレースポーツ少年団

さけがわじゅにあばれーすぽーつしょうねんだん
S57 4月 矢　口　 学

10 福島県 四倉卓球クラブ

よつくらたっきゅうくらぶ
H元 4月 佐　藤　 好　晴

11 茨城県 KSCなかよしスポーツクラブ

けーえすしーなかよしすぽーつくらぶ
H19 10月 西　尾　 晴　男

12 茨城県 牛久マレットゴルフ友の会

うしくまれっとごるふとものかい
H11 4月 瀬　髙　 勝治郎

13 茨城県 吉原バドミントンスポーツ少年団

よしわらばどみんとんすぽーつしょうねんだん
H5 4月 篠　崎　 博　幸

14 群馬県 大間々グラウンドゴルフ協会

おおままぐらうんどごるふきょうかい
H2 4月 佐　藤　 恒　作

15 群馬県 渋川市体育協会北橘支部ゲートボール部

しぶかわしたいいくきょうかいほっきつしぶげーとぼーるぶ
S61 4月 三　田　 真　一

16 埼玉県 特定非営利活動法人浦和スポーツクラブ

とくていひえいりかつどうほうじんうらわすぽーつくらぶ
H2 4月 戸　苅　 晴　彦

17 埼玉県 特定非営利活動法人ピースふぁいぶるクラブ

とくていひえいりかつどうほうじんぴーすふぁいぶるくらぶ
H17 5月 中　村　 明　弘

18 埼玉県 特定非営利活動法人クラブ幸手

とくていひえいりかつどうほうじんくらぶさって
H19 2月 野　口　 貞三郎

19 千葉県 NPO法人習志野中央スポーツクラブ

えぬぴーおーほうじんならしのちゅうおうすぽーつくらぶ
H17 6月 堀　川　 勝　明

20 東京都 特定非営利活動法人こやのエンジョイくらぶ

とくていひえいりかつどうほうじんこやのえんじょいくらぶ
H20 9月 黒　川　 幹　雄

21 富山県 魚津ラグビーフットボールクラブ

うおづらぐびーふっとぼーるくらぶ
S43 4月 藤　森 　裕　司

22 富山県 福光ソフトテニススポーツ少年団

ふくみつそふとてにすすぽーつしょうねんだん
S51 4月 中　川 　淳　子

23 富山県 城端綱引クラブ

じょうはなつなひきくらぶ
H6 6月 宮　塚 　功

24 石川県 金沢フェニックスクラブ

かなざわふぇにっくすくらぶ
S48 9月 寺　西　 一　紘

25 石川県 田鶴浜スポーツクラブ

たつるはますぽーつくらぶ
H11 10月 山　口　 　進

26 山梨県 甲府ジュニアスイミングクラブ

こうふじゅにあすいみんぐくらぶ
S52 4月 野　中　 好　雄

27 岐阜県 認定NPO法人つけちスポーツクラブ

にんていえぬぴーおーほうじんつけちすぽーつくらぶ
H17 3月 曽　我　 啓　次

28 静岡県 三保一ソフトボールスポーツ少年団

みほいちそふとぼーるすぽーつしょうねんだん
S47 4月 良　知 　國　保

29 静岡県 原田ジュニアキング野球クラブスポーツ少年団

はらだじゅにあきんぐやきゅうくらぶすぽーつしょうねんだん
S48 4月 山　本 　茂　善

30 静岡県 さなるスポーツ少年団

さなるすぽーつしょうねんだん
S50 4月 平　野　 英　博
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31 愛知県 特定非営利活動法人いさとスポーツクラブ

とくていひえいりかつどうほうじんいさとすぽーつくらぶ
H17 8月 高　田 　　朗

32 愛知県 旭東コスモススポーツクラブ

きょくとうこすもすすぽーつくらぶ
H22 4月 川　﨑 　史　郎

33 京都府 向日市ワイワイスポーツクラブ

むこうしわいわいすぽーつくらぶ
H17 3月 中　井 　歌　子

34 京都府 スイートテニスクラブ

すいーとてにすくらぶ
S51 4月 髙　西 　陽　子

35 京都府 さわやかシルバー卓球クラブ

さわやかしるばーたっきゅうくらぶ
H7 6月 塩　見　 正　美

36 大阪府 吹田剣友会

すいたけんゆうかい
S31 4月 清　野 　昌　俊

37 大阪府 空手道秀育館スポーツ少年団

からてどうしゅういくかんすぽーつしょうねんだん
S55 4月 　奥　　 信　彦

38 大阪府 西成ホークススポーツ少年団

にしなりほーくすすぽーつしょうねんだん
H5 10月 中　永　 友　三

39 大阪府 京橋空手道スポーツ少年団

きょうばしからてどうすぽーつしょうねんだん
S38 4月 大　浜　 康　伸

40 大阪府 楠根クラブ

くすねくらぶ
S50 4月 勝　田 　美代子

41 奈良県 特定非営利活動法人ならスポーツクラブ

とくていひえいりかつどうほうじんならすぽーつくらぶ
H17 4月 　北　 　良　夫

42 奈良県 特定非営利活動法人橿原健康スポーツクラブKKSC

とくていひえいりかつどうほうじんかしはらけんこうすぽーつくらぶけーけーえすしー
H20 3月 松　村　 良　廣

43 鳥取県 青谷スポーツクラブ

あおやすぽーつくらぶ
H20 2月 房　安 　光

44 岡山県 特定非営利活動法人　美咲町　柵原星の里スポレク倶楽部

とくていひえいりかつどうほうじんみさきちょうやなはらほしのさとすぽれくくらぶ
H18 6月 表　田　 実　典

45 山口県 萩明倫サッカースポーツ少年団

はぎめいりんさっかーすぽーつしょうねんだん
S44 4月 花　田　 司

46 山口県 KUGAスポーツクラブ

くがすぽーつくらぶ
H17 4月 塩　田 　博　志

47 香川県 NPO法人スポーツクラブ飯山

えぬぴーおーほうじんすぽーつくらぶはんざん
H16 2月 多　田　 俊　夫

48 愛媛県 全日本空手道連盟糸東会重信道場

ぜんにほんからてどうれんめいしとうかいしげのぶどうじょう
S58 4月 伊　藤　 忠　徳

49 愛媛県 拓南柔道会

たくなんじゅうどうかい
S56 4月 赤　間　 孝

50 佐賀県 草の実スポーツクラブ

くさのみすぽーつくらぶ
S53 1月 荒　谷 　洋　子

51 佐賀県 北波多少年野球クラブ

きたはたしょうねんやきゅうくらぶ
S54 4月 古　賀 　英　毅

52 佐賀県 富士町バドミントンクラブ

ふじちょうばどみんとんくらぶ
S56 2月 兵　動　 文　泰

53 長崎県 諫早ジュニアソフトテニスクラブ

いさはやじゅにあそふとてにすくらぶ
S9 9月 山　本　 郁　夫

54 長崎県 加津佐陸上クラブ

かづさりくじょうくらぶ
S40 4月 田　中　 克　彦

55 長崎県 長崎中央ラグビースクール

ながさきちゅうおうらぐびーすくーる
S63 4月 田　川　 孝　之

56 長崎県 厳原少年剣道部

いづはらしょうねんけんどうぶ
S36 4月 天　野　 詩　子

57 熊本県 スポーツの森・大津クラブ

すぽーつのもり・おおづくらぶ
S52 10月 樋　口　 陽　一

58 宮崎県 高鍋ラグビースクール

たかなべらぐびーすくーる
S54 12月 石　田　 喜　克

59 鹿児島県 元気！わどまりクラブ

げんき！わどまりくらぶ
H14 4月 　東　 　伸　昭
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