
平成２４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
末広アトムズスポーツ少年団
すえひろあとむずすぽーつしょうねんだん

S51年 4月 木　村　　 要　

2 北海道
沼ノ端剣道スポーツ少年団
ぬまのはたけんどうすぽーつしょうねんだん

S46年 4月 谷　川　 喜　章

3 北海道
祝梅サッカースポーツ少年団
しゅくばいさっかーすぽーつしょうねんだん

H3年 6月 福　田　 博　志

4 北海道
伊達シニアクラブスポーツ少年団
だてしにあくらぶすぽーつしょうねんだん

S49年 4月 神　　 洋　平　

5 青森県
青森市ママさんバレーボール協会
あおもりしままさんばれーぼーるきょうかい

S50年 4月 奥　　 静　子　

6 青森県
弘前市ママさんバレーボール協会
ひろさきしままさんばれーぼーるきょうかい

S53年 4月 今　井　 の　ぶ

7 青森県
三戸町ゲートボール協会
さんのへまちげーとぼーるきょうかい

S58年 4月 境　澤　　 巖　

8 秋田県
鷹巣スキーレーシングスポーツ少年団
たかのすすきーれーしんぐすぽーつしょうねんだん

S55年 6月 奈　良　 正　人

9 秋田県
秋田県サウンドテーブルテニスクラブ
あきたけんさうんどてーぶるてにすくらぶ

H14年 4月 長　澤　 源　一

10 山形県
松川ジュニアアスリートクラブ
まつかわじゅにああすりーとくらぶ

H元年 4月 佐　藤　 勝　典

11 山形県
稲穂ファミリースポーツクラブ
いなほふぁみりーすぽーつくらぶ

S54年 4月 五十嵐　 武　矢

12 福島県
富久山卓球クラブ
ふくやまたっきゅうくらぶ

H元年 4月 深　谷　 秀　三

13 茨城県
夢town大洗スポーツクラブ
ゆめたうんおおあらいすぽーつくらぶ

H19年 3月 渡　辺　 専　造

14 茨城県
阿見グラウンドゴルフクラブ
あみぐらうんどごるふくらぶ

H15年 4月 坂　口　 四　郎

15 茨城県
滑川ファミリースポーツクラブ
なめかわふぁみりーすぽーつくらぶ

S18年 4月 永　山　 堯　康

16 栃木県
大田原ソフトテニスクラブ
おおたわらそふとてにすくらぶ

S25年 4月 近　藤　 　清　

17 群馬県
図南サッカークラブ群馬
となんさっかーくらぶぐんま

S57年 4月 菅　原　　 宏　

18 群馬県
伊勢崎還暦赤石クラブ
いせさきかんれきあかいしくらぶ

T5年 7月 土　山　 精　一

19 埼玉県
総合型地域スポーツクラブ白岡スポーツクラブ
そうごうがたちいきすぽーつくらぶしらおかすぽーつくらぶ

H7年 2月 田　口　 嘉　章

20 埼玉県
NPO法人スポーツ・サンクチュアリ・川口
えぬぴーおーほうじんすぽーつ・さんくちゅあり・かわぐち

H15年 8月 渡　部　 雄　治

21 埼玉県
NPO法人スポーツコミュニティ久喜東
えぬぴーおーほうじんすぽーつこみゅにてぃくきひがし

H17年 3月 松　島　 宏　明

22 神奈川県
本間剣友会
ほんまけんゆうかい

S51年 9月 安　西　 直　毅

23 新潟県
NPO法人総合型スポーツクラブウェルネスむらかみ
えぬぴーおーほうじんそうごうがたすぽーつくらぶうぇるねすむらかみ

H18年 2月 佐々木　 綾　子

24 新潟県
両津剣友会
りょうつけんゆうかい

S36年 4月 澤　見　 幸　夫

25 新潟県
ますがたクラブ
ますがたくらぶ

H15年 4月 小　林　 利　治

26 富山県
NPO法人福光スポーツクラブ
えぬぴーおーほうじんふくみつすぽーつくらぶ

H14年 5月 井　口　 邦　雄

27 富山県
木津ソフトテニスクラブ
きづそふとてにすくらぶ

H4年 4月 長　田　　 裕　

28 福井県
吉野総合型地域スポーツクラブ吉楽
よしのそうごうがたちいきすぽーつくらぶきらく

H16年 3月 中　西　 真　三

29 福井県
鯖江北コミュニティースポーツクラブ
さばえきたこみゅにてぃーすぽーつくらぶ

H19年 3月 福　原　 敏　弘

30 山梨県
都留市空手スポーツ少年団
つるしからてすぽーつしょうねんだん

H3年 4月 佐　藤　 秀　子
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31 長野県
下伊那郡体育協会ソフトボール部
しもいなぐんたいいくきょうかいそふとぼーるぶ

S55年 7月 野　神　 善　造

32 静岡県
元城サッカークラブスポーツ少年団
もとしろさっかーくらぶすぽーつしょうねんだん

S47年 4月 戸　田　　 亮　

33 静岡県
用宗剣道会スポーツ少年団
もちむねけんどうかいすぽーつしょうねんだん

S43年 4月 髙　田　 松　彦

34 静岡県
裾野東サッカー少年団
すそのひがしさっかーしょうねんだん

S48年 2月 髙　田　 敦　夫

35 愛知県
白木スポーツクラブ
しらきすぽーつくらぶ

H2年 3月 幹　　 和　夫　

36 愛知県
特定非営利活動法人朝日丘スポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんあさひがおかすぽーつくらぶ

H16年 10月 黒　川　 照　明

37 愛知県
特定非営利活動法人木曽川文化・スポーツクラブ
とくていひえいりかつどうほうじんきそがわぶんか・すぽーつくらぶ

H19年 4月 日比野　 隆　夫

38 京都府
あしびきクラブ
あしびきくらぶ

S41年 4月 大　島　 小　夜　

39 大阪府
東能勢卓球クラブ
ひがしのせたっきゅうくらぶ

S52年 4月 山　崎　 孝　善

40 大阪府
池田女子バドミントンクラブ
いけだじょしばどみんとんくらぶ

S47年 4月 造　田　 恵　美

41 大阪府
伝法FCスポーツ少年団（此花FCスポーツ少年団）
でんぽうえふしーすぽーつしょうねんだん

S60年 4月 山　田　　 忍

42 大阪府
鶴見空手道スポーツ少年団
つるみからてどうすぽーつしょうねんだん

S54年 4月 杉　本　 高　徳

43 大阪府
財団法人大阪乗馬協会スポーツ少年団
ざいだんほうじんおおさかじょうばきょうかいすぽーつしょうねんだん

S58年 4月 竹　田　 正　典

44 兵庫県
NPO法人スポーツクラブ２１はりま
えぬぴーおーほうじんすぽーつくらぶにじゅういちはりま

H12年 10月 佐　伯　 正　道

45 奈良県
奈良ランニングフレンズ
なららんにんぐふれんず

H13年 7月 上　川　 敏　彦

46 奈良県
学園前ローンテニスクラブ
がくえんまえろーんてにすくらぶ

S46年 9月 加　藤　 干　城

47 奈良県
総合型地域倶楽部やわらぎトラスト
そうごうがたちいきくらぶやわらぎとらすと

H19年 4月 清　川　　 実　

48 島根県
阿井地区剣道振興会
あいちくけんどうしんこうかい

S47年 3月 高　松　 昌　志

49 岡山県
倉敷スイミングクラブ
くらしきすいみんぐくらぶ

S47年 5月 木　本　 陽　一

50 広島県
東部スポーツクラブ
とうぶすぽーつくらぶ

H19年 4月 澤　田　 修　次

51 広島県
長江子ども会陸上部
ながえこどもかいりくじょうぶ

H6年 3月 村　上　 嘉　紀　

52 広島県
きて呉んさいクラブ
きてくれんさいくらぶ

H19年 2月 中　田　 　貢

53 山口県
二島コミュニティクラブ
ふたじまこみゅにてぃくらぶ

H15年 4月 横　沼　 利　通

54 山口県
椿西スポーツ少年団
ちんぜいすぽーつしょうねんだん

S47年 4月 野　村　 弘　典

55 愛媛県
石井公民館体育協会シニアソフト部
いしいこうみんかんたいいくきょうかいしにあそふとぶ

H5年 12月 野　村　　 博　

56 愛媛県
城北柔道会
じょうほくじゅうどうかい

H6年 5月 西　岡　 良　一

57 愛媛県
四国中央市陸上競技協会
しこくちゅうおうしりくじょうきょうぎきょうかい

S42年 4月 大　元　　 勇　

58 佐賀県
芦刈少年サッカークラブ
あしかりしょうねんさっかーくらぶ

H2年 4月 平　石　 俊　英

59 佐賀県
武雄球友クラブ
たけおきゅうゆうくらぶ

H2年 4月 山　口　 亀　男

60 長崎県
星鹿少年ソフト
ほしかしょうねんそふと

S47年 4月 松　本　 秀　人
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61 長崎県
雲仙クラブ
うんぜんくらぶ

H12年 4月 岩　永　 政　吉

62 長崎県
壱岐ジュニアランナーズ
いきじゅにあらんなーず

S63年 4月 　西　　 雪　晴

63 長崎県
長崎さわやかクラブ
ながさきさわやかくらぶ

H4年 8月 平　尾　 正　治

64 熊本県
城山ＦＣレディス
じょうざんえふしーれでぃす

S57年 4月 上　野　 住　江

65 宮崎県
宮崎未惑クラブ
みやざきみわくくらぶ

S55年 11月 三　原　 　悟
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