
平成２７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 秋田県
由利本荘市スポーツ少年団矢島支部
ゆりほんじょうしすぽーつしょうねんだんやしましぶ S45 9月 相　庭　 安　一

2 茨城県
ミニ歩く会
みにあるくかい H14 5月 矢　嶋　 鍾　美

3 栃木県
佐野市サッカー協会
さのしさっかーきょうかい S57 4月 砂　川　 浩

4 栃木県
足利市柔道連盟
あしかがしじゅうどうれんめい S59 10月 内　藤　 純

5 栃木県
小山市ソフトボール協会
おやましそふとぼーるきょうかい S51 7月 田　村　 三津郎

6 栃木県
鹿沼市ソフトテニス協会
かぬましそふとてにすきょうかい S61 4月 鹿　嶋 　敏

7 群馬県
沼田市テニス協会
ぬまたしてにすきょうかい S47 10月 金　子　 浩　隆

8 群馬県
京ヶ島地区体育振興会
きょうがしまちくたいいくしんこうかい S60 3月 大河原　 吉　明

9 埼玉県
埼玉県民踊レクリエーション連盟
さいたまけんみんようれくりえーしょんれんめい S29 10月 卯　月 　京　子

10 埼玉県
川口市レクリエーション協会
かわぐちしれくりえーしょんきょうかい S37 7月 内　田 　源次郎

11 千葉県
市原市バスケットボール協会
いちはらしばすけっとぼーるきょうかい S43 4月 宮　部 　和　男

12 千葉県
松戸市野球協会
まつどしやきゅうきょうかい S21 4月 阿　部　 徹

13 千葉県
船橋市馬術協会
ふなばししばじゅつきょうかい S37 3月 渋　谷　 信　博

14 東京都
特定非営利活動法人東京トリム体操協会
とくていひえいりかつどうほうじんとうきょうとりむたいそうきょうかい S42 4月 杉　浦 　重　子

15 東京都
大田区陸上競技協会
おおたくりくじょうきょうぎきょうかい S22 12月 松　原　 忠　義

16 東京都
特定非営利活動法人東京都スポーツチャンバラ協会
とくていひえいりかつどうほうじんとうきょうとすぽーつちゃんばらきょうかい S61 4月 田　渕　 光　宣

17 東京都
東京都自転車競技連盟
とうきょうとじてんしゃきょうぎれんめい S26 5月 橋　本 　聖　子

18 東京都
東京都障害者スポーツ指導員協議会
とうきょうとしょうがいしゃすぽーつしどういんきょうぎかい S62 4月 植　田　 敏　郎

19 神奈川県
横浜市卓球協会
よこはましたっきゅうきょうかい S2 4月 河　原　 智

20 神奈川県
茅ヶ崎バレーボール協会
ちがさきばれーぼーるきょうかい S24 4月 染　谷　 誠一郎

21 神奈川県
相模原市柔道協会
さがみはらしじゅうどうきょうかい S29 11月 中　田　 安　雄

22 神奈川県
綾瀬市サッカー協会
あやせしさっかーきょうかい S49 4月 安　藤 　多惠子

23 神奈川県
小田原地区バレーボール協会
おだわらちくばれーぼーるきょうかい S21 4月 栗　田 　實

24 新潟県
三条市スポーツ少年団
さんじょうしすぽーつしょうねんだん S39 5月 米　山　 俊　司

25 新潟県
村上市スポーツ少年団
むらかみしすぽーつしょうねんだん H20 4月 菅　原　 十三男

26 富山県
小矢部市スポーツ少年団
おやべしすぽーつしょうねんだん S56 12月 石　田　 義　弘

27 石川県
小松市野球協会
こまつしやきゅうきょうかい S5 9月 村　中 　晃

28 石川県
内灘町剣道連盟
うちなだまちけんどうれんめい S46 7月 下　崎 　良　智

29 福井県
福井市柔道連盟
ふくいしじゅうどうれんめい S23 4月 大　柿　 　実

30 長野県
須坂市ゲートボール協会
すざかしげーとぼーるきょうかい S61 4月 冨　澤 　袈裟治
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31 愛知県
刈谷市体育協会弓道連盟
かりやしたいいくきょうかいきゅうどうれんめい S28 10月 榎　本 　千代子

32 愛知県
豊橋ハンドボール協会
とよはしはんどぼーるきょうかい S36 4月 佐　藤 　元　英

33 滋賀県
瀬田南学区体育協会
せたみなみがっくたいいくきょうかい S42 4月 本　島 　紀　之

34 滋賀県
日吉台学区体育振興会
ひよしだいがっくたいいくしんこうかい S60 4月 清　水　 精　一

35 京都府
福知山市ソフトテニス協会
ふくちやましそふとてにすきょうかい T14 4月 中　山　 則　男

36 兵庫県
相生市体育協会
あいおいしたいいくきょうかい S49 9月 栗　尾 　重　德

37 奈良県
東吉野村体育協会
ひがしよしのむらたいいくきょうかい S43 4月 津　川　 幸　雄

38 奈良県
天川村体育協会
てんかわむらたいいくきょうかい S45 3月 堀　井　 孝　眞

39 鳥取県
一般財団法人鳥取県水泳連盟
いっぱんざいだんほうじんとっとりけんすいえいれんめい S21 6月 川　口　 武

40 広島県
亀山学区体育協会
かめやまがっくたいいくきょうかい S48 4月 杉　野 　俊　昭

41 広島県
山本学区体育協会
やまもとがっくたいいくきょうかい S48 5月 大　西　 克　廣

42 山口県
萩市レクリエーション協会
はぎしれくりえーしょんきょうかい S63 12月 世　良　 眞名夫

43 山口県
山口市レクリエーション協会
やまぐちしれくりえーしょんきょうかい H14 4月 溝　部　 静　政

44 香川県
NPO法人ステップ２１香川支部
えぬぴーおーほうじんすてっぷにじゅういちかがわしぶ H13 2月 中　澤　 千津子

45 愛媛県
一般社団法人愛媛県サッカー協会
いっぱんしゃだんほうじんえひめけんさっかーきょうかい S22 2月 豊　島　 吉　博

46 愛媛県
愛媛県ウエイトリフティング協会
えひめけんうえいとりふてぃんぐきょうかい S27 4月 黒　川　 洋　介

47 高知県
高知市土佐山体育会
こうちしとさやまたいいくかい S48 8月 大　石　 鉄　也

48 福岡県
北九州市バウンドテニス協会
きたきゅうしゅうしばうんどてにすきょうかい H5 9月 沖　原　 忠　国

49 佐賀県
佐賀市軟式野球連盟
さがしなんしきやきゅうれんめい S24 3月 古　賀 　久　貴

50 熊本県
宇土市サッカー協会
うとしさっかーきょうかい S46 3月 野　口 　修　一

51 熊本県
八代校区体育協会
やつしろこうくたいいくきょうかい S56 4月 吉　村　 豊　美

52 鹿児島県
薩摩川内市ゲートボール協会
さつませんだいしげーとぼーるきょうかい S50 4月 福　山　 光　和

53 鹿児島県
指宿市バレーボール協会
いぶすきしばれーぼーるきょうかい S50 9月 下川床 　泉

54 鹿児島県
日置市レクリエーション協会
ひおきしれくりえーしょんきょうかい S54 10月 西　尾 　スマ子
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