
令和２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 ふりがな
団 体 名

設立年月 代 表 者

1 北海道
ほっかいどうほっけーきょうかい

北海道ホッケー協会
S4 6月 齋藤 隆

2 北海道
ほっかいどうたっきゅうれんめい

北海道卓球連盟
S8 4月 平 公夫

3 青森県
むつしばれーぼーるきょうかい

むつ市バレーボール協会
S44 4月 山本 隆悦

4 茨城県
ゆうきしすぽーつきょうかい

結城市スポーツ協会
S29 ４月 関 仁一

5 茨城県
りゅうがさきじゅうどうきょうかい

龍ケ崎柔道協会
S26 ４月 大竹 雅夫

6 栃木県
しもつけしてにすきょうかい

下野市テニス協会
H18 3月 佐藤 誠一

7 栃木県
うつのみやしばすけっとぼーるきょうかい

宇都宮市バスケットボール協会
S23 4月 髙橋 哲夫

8 群馬県
きりゅうぐらうんど・ごるふきょうかい

桐生グラウンド・ゴルフ協会
H3 ５月 桑原 作次

9 群馬県
たてばやしえあろびっくさーくる

館林エアロビックサークル
H15 ４月 梶田 万里子

10 埼玉県
とくていひえいりかつどうほうじんさいたまけんおりえんてーりんぐきょうかい

特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会
S52 4月 福原 正三

11 埼玉県
さいたまけんしょうがいしゃたっきゅうきょうかい

埼玉県障がい者卓球協会
H15 4月 白石 三重子

12 埼玉県
さいたましばどみんとんきょうかい

さいたま市バドミントン協会
H13 5月 林 一夫

13 千葉県
みなみぼうそうしすぽーつきょうかい

南房総市スポーツ協会
H18 5月 川﨑 愼一

14 千葉県
うらやすしそふとてにすれんめい

浦安市ソフトテニス連盟
S30 4月 平野 芳子

15 千葉県
かまがやしけんどうれんめい

鎌ケ谷市剣道連盟
S34 12月 小林 久

16 千葉県
なりたしそふとぼーるきょうかい

成田市ソフトボール協会
S53 4月 三辻 浩

17 東京都
とうきょうとくれーしゃげききょうかい

東京都クレー射撃協会
S25 4月 菊本 哲也

18 東京都
ねりまくそふとてにすれんめい

練馬区ソフトテニス連盟
S22 4月 加藤 明

19 東京都
こうとうくみんようれんめい

江東区民踊連盟
S36 10月 山口 文子

20 東京都
えどがわくりくじょうきょうぎきょうかい

江戸川区陸上競技協会
S23 3月 深井 進

21 東京都
とうきょうしょうがいしゃじょうばきょうかい

東京障害者乗馬協会
H7 3月 水野 眞澄

22 神奈川県
ちがさきばすけっとぼーるきょうかい

茅ヶ崎バスケットボール協会
S39 ６月 葛井 修

23 神奈川県
よこはましきゅうどうきょうかい

横浜市弓道協会
S4 ４月 久保田 等

24 神奈川県
さがみはらしばどみんとんきょうかい

相模原市バドミントン協会
S33 ４月 冨松 和治

25 神奈川県
はだのししょうねんやきゅうれんめい

秦野市少年野球連盟
S52 １月 久保寺 邦夫

26 神奈川県
よこすかしりくじょうきょうぎきょうかい

横須賀市陸上競技協会
S11 10月 渡邉 武

27 新潟県
みょうこうこうげんじゅにあすきーいくせいかい

妙高高原ジュニアスキー育成会
S62 12月 野本 和博

28 富山県
かみいちまちすぽーつしょうねんだん

上市町スポーツ少年団
S47 4月 野崎 幸雄

29 石川県
わじましすぽーつしょうねんだん

輪島市スポーツ少年団
S61 4月 石本 昇蔵

30 石川県
こまつしぼうりんぐきょうかい

小松市ボウリング協会
S49 4月 西木 哲也
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31 石川県
かがしとらんぽりんきょうかい

加賀市トランポリン協会
S55 5月 後出 篤二

32 福井県
なんじょうぐんなんしきやきゅうれんめい

南条郡軟式野球連盟
S50 3月 岩倉 光弘

33 福井県
つるがしすぽーつきょうかい

敦賀市スポーツ協会
S25 4月 中村 紀明

34 長野県
すわりくじょうきょうぎきょうかい

諏訪陸上競技協会
S23 4月 小口 眞喜也

35 愛知県
とよはしすけーときょうかい

豊橋スケート協会
S51 4月 森藤 泰作

36 愛知県
いちのみやきゅうどうかい

一宮弓道会
S29 6月 渡邊 俊夫

37 愛知県
とよはしあーちぇりーきょうかい

豊橋アーチェリー協会
S48 6月 芳賀 裕崇

38 滋賀県
かみたなかみがっくたいいくきょうかい

上田上学区体育協会
S42 4月 羽野 清

39 滋賀県
おおぎがっくたいいくきょうかい

仰木学区体育協会
S42 4月 堀井 幸治

40 京都府
ながおかきょうじょせいすぽーつれんらくかい

長岡京女性スポーツ連絡会
H4 7月 深澤 佐智子

41 兵庫県
たんばささやましすぽーつきょうかい

丹波篠山市スポーツ協会
H11 4月 大北 豊

42 鳥取県
とっとりけんほっけーきょうかい

鳥取県ホッケー協会
S51 10月 福田 俊史

43 鳥取県
とっとりけんあーちぇりーきょうかい

鳥取県アーチェリー協会
S53 5月 杉原 弘一郎

44 広島県
かわうちがっくたいいくきょうかい

川内学区体育協会
S48 5月 蓼 雅治

45 広島県
おちあいがっくたいいくきょうかい

落合学区体育協会
S48 4月 橋本 昇

46 広島県
こうちちょうじょせいばれーぼーるれんめい

河内町女性バレーボール連盟
S54 4月 森兼 理恵

47 山口県
やまぐちけんばうんどてにすきょうかい

山口県バウンドテニス協会
H15 9月 岸 信夫

48 愛媛県
えひめけんぼくしんぐれんめい

愛媛県ボクシング連盟
S25 10月 八束 正

49 愛媛県
えひめけんせーりんぐれんめい

愛媛県セーリング連盟
S27 4月 宮崎 光彦

50 福岡県
ふくおかけんぐらうんど・ごるふきょうかい

福岡県グラウンド・ゴルフ協会
S63 4月 栗原 伸夫

51 佐賀県
いまりしほっけーきょうかい

伊万里市ホッケー協会
S42 7月 笠原 義久

52 佐賀県
たけおしれくりえーしょんきょうかい

武雄市レクリエーション協会
H16 5月 森 恵美

53 熊本県
くまもとしさっかーきょうかい

熊本市サッカー協会
S26 4月 本田 慶信

54 熊本県
やつしろばれーぼーるきょうかい

八代バレーボール協会
S26 4月 永原 辰秋

55 熊本県
みなまたしかぬーきょうかい

水俣市カヌー協会
S37 4月 溝下 隆昌

56 宮崎県
ひがしこゆさっかーきょうかい

東児湯サッカー協会
S51 4月 西川 義孝

57 鹿児島県
かのやしそうていきょうかい

鹿屋市漕艇協会
S45 5月 前野 義春

58 鹿児島県
こうえきしゃだんほうじんにほんふぉーくだんすれんめいかごしまけんしぶ

公益社団法人日本フォークダンス連盟鹿児島県支部
S44 10月 瀬尾 重綱

59 鹿児島県
さつませんだいしぼうりんぐきょうかい

薩摩川内市ボウリング協会
H5 4月 上戸 昭夫

60 鹿児島県
かごしまけんぺたんくれんめい

鹿児島県ペタンク連盟
H6 7月 山下 順通
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61 沖縄県
なはしぼうりんぐきょうかい

那覇市ボウリング協会
S52 4月 國場 幸博
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