
平成２４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
むつヨット協会
むつよっときょうかい

S38年 7月 菊　池　 浩太郎

2 秋田県
秋田市ミニテニス協会
あきたしみにてにすきょうかい

H15年 3月 野　中　 歌　子

3 栃木県
日光市地区剣道連盟
にっこうしちくけんどうれんめい

S29年 2月 秋　元　 庸　夫

4 栃木県
足利ソフトテニス連盟
あしかがそふとてにすれんめい

S32年 4月 永　倉　 孝　俊

5 栃木県
佐野市レクリエーション協会
さのしれくりえーしょんきょうかい

H17年 6月 野　城　 幸　男

6 群馬県
藤岡市グラウンドゴルフ協会
ふじおかしぐらうんどごるふきょうかい

H3年 3月 関　口　 元　治

7 群馬県
高崎市スポーツ少年団新町支部
たかさきしすぽーつしょうねんだんしんまちしぶ

S42年 4月 倉　嶌　 博　子

8 埼玉県
鶴ヶ島市体育協会
つるがしましたいいくきょうかい

S26年 5月 　田　 啓　造

9 埼玉県
神川町バレーボール連盟
かみかわまちばれーぼーるれんめい

S51年 4月 石　川　 一　明

10 千葉県
NPO法人柏市野球連盟
えぬぴーおーほうじんかしわしやきゅうれんめい

S21年 9月 後　藤　 武　夫

11 千葉県
船橋市空手道連盟
ふなばししからてどうれんめい

S22年 2月 三　橋　 勝　吾

12 千葉県
市原市相撲協会
いちはらしすもうきょうかい

S47年 7月 藤　田　 明　男

13 東京都
調布市剣道連盟
ちょうふしけんどうれんめい

S31年 1月 長　田　 克　巳

14 東京都
江東区バレーボール連盟
こうとうくばれーぼーるれんめい

S26年 4月 飯　塚　　 明

15 東京都
練馬区バドミントン協会
ねりまくばどみんとんきょうかい

S39年 9月 今　来 　サ　キ

16 東京都
東京都ターゲットバードゴルフ協会
とうきょうとたーげっとばーどごるふきょうかい

H元年 4月 岡　崎　 一　夫

17 東京都
千代田区陸上競技協会
ちよだくりくじょうきょうぎきょうかい

S27年 5月 熊　井　　 實

18 東京都
足立区弓道連盟
あだちくきゅうどうれんめい

S28年 1月 中　川　 為　人

19 神奈川県
綾瀬市卓球協会
あやせしたっきゅうきょうかい

S51年 4月 富　山　 弘　一

20 神奈川県
横浜市テニス協会
よこはましてにすきょうかい

T11年 1月 山　田　 悠　一

21 神奈川県
茅ヶ崎卓球協会
ちがさきたっきゅうきょうかい

S23年 4月 和　田　 紘　一

22 神奈川県
小田原ソフトボール協会
おだわらそふとぼーるきょうかい

S27年 4月 長　田　 修　介

23 新潟県
上越市スポーツ推進委員会
じょうえつしすぽーつすいしんいいんかい

S49年 8月 今　井　 一　郎

24 富山県
滑川市スポーツ少年団
なめりかわしすぽーつしょうねんだん

S42年 4月 山　本　 久　男

25 富山県
とやま女性スポーツの会
とやまじょせいすぽーつのかい

H3年 11月 磯　野　 くに子

26 石川県
小松市剣道協会
こまつしけんどうきょうかい

S27年 7月 林　　 達　也　

27 石川県
七尾市剣道連盟
ななおしけんどうれんめい

S25年 4月 木　倉　 隆　雄

28 福井県
坂井市体育協会
さかいしたいいくきょうかい

S24年 荒　井　 正　雄

29 長野県
長野市ゲートボール連盟
ながのしげーとぼーるれんめい

S61年 6月 生　駒　　 正

30 愛知県
豊橋水泳協会
とよはしすいえいきょうかい

S4年 5月 天　野　 明　彦
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31 愛知県
豊橋弓道協会
とよはしきゅうどうきょうかい

S24年 5月 沖　田　 成　吉

32 三重県
四日市レクリエーションバドミントン協会
よっかいちれくりえーしょんばどみんとんきょうかい

S53年 3月 山　田　　 慧　

33 滋賀県
逢坂学区体育振興会
おうさかがっくたいいくしんこうかい

S33年 4月 植　田　 幸　作

34 滋賀県
真野学区体育協会
まのがっくたいいくきょうかい

S37年 4月 北　脇　 善　三

35 兵庫県
猪名川町体育協会
いながわちょうたいいくきょうかい

S48年 1月 高　石　　 肇　

36 奈良県
安堵町体育協会
あんどちょうたいいくきょうかい

S50年 5月 森　田　　 瞳　

37 鳥取県
鳥取県相撲連盟
とっとりけんすもうれんめい

S23年 4月 淵　本　 寿　博　

38 鳥取県
伯耆町スポーツ少年団
ほうきちょうすぽーつしょうねんだん

S54年 4月 後　藤　　 弥　

39 鳥取県
湯梨浜町スポーツ少年団
ゆりはまちょうすぽーつしょうねんだん

H16年 10月 土　海　 孝　治

40 岡山県
瀬戸内市スポーツ少年団
せとうちしすぽーつしょうねんだん

H17年 4月 梶　本　 晃　正

41 岡山県
美作市スポーツ少年団
みまさかしすぽーつしょうねんだん

H17年 3月 内　海　 寿　志

42 岡山県
早島町スポーツ少年団
はやしまちょうすぽーつしょうねんだん

S45年 4月 黒　瀬　 英　樹

43 広島県
鈴張学区体育協会
すずはりがっくたいいくきょうかい

S46年 5月 仲　本　 昌　二

44 広島県
飯室学区体育協会
いむろがっくたいいくきょうかい

S46年 5月 高　橋　 隆　司

45 山口県
山口県ゲートボール協会
やまぐちけんげーとぼーるきょうかい

S57年 8月 永　井　 健　利

46 山口県
山口県スポーツチャンバラ協会
やまぐちけんすぽーつちゃんばらきょうかい

H10年 9月 岡　村　 精　二

47 香川県
香川県エアロビック連盟
かがわけんえあろびっくれんめい

H13年 5月 塩　津　 陽　子　

48 香川県
香川県ウオーキング協会
かがわけんうおーきんぐきょうかい

H13年 1月 森　脇　　 武

49 愛媛県
愛媛県ソフトボール協会
えひめけんそふとぼーるきょうかい

S23年 9月 森　田　 浩　治

50 高知県
高知市追手前体育会
こうちしおうてまえたいいくかい

S62年 4月 木　山　 和三郎

51 佐賀県
伊万里市陸上競技協会
いまりしりくじょうきょうぎきょうかい

S38年 3月 下　平　 康　則

52 佐賀県
白石中学校区剣道連盟
しろいしちゅうがっこうくけんどうれんめい

S50年 4月 江　口　 信　義

53 熊本県
大津町体育協会
おおづまちたいいくきょうかい

S25年 7月 江　藤　 恒　喜

54 熊本県
八代市空手道連盟
やつしろしからてどうれんめい

S45年 6月 窪　田　 信　一

55 鹿児島県
摩川内市卓球連盟
さつませんだいしたっきゅうれんめい

S23年 4月 愛　甲　 民　生

56 鹿児島県
鹿児島市軟式野球連盟
かごしましなんしきやきゅうれんめい

S21年 10月 小　田　 常　徳

57 鹿児島県
摩川内市サッカー協会
さつませんだいしさっかーきょうかい

S42年 4月 平　川　 欽　哉

58 鹿児島県
鹿児島市剣道連盟
かごしましけんどうれんめい

H6年 4月 有　満　 政　明
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