
令和３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 ツクシンボスイミングサークル

つくしんぼすいみんぐさーくる
S57 4月 谷岡 拓

2 北海道 風連町卓球スポーツ少年団

ふうれんちょうたっきゅうすぽーつしょうねんだん
S46 6月 尾矢 直紀

3 北海道 ときわ澄川ライオンズスポーツ少年団

ときわすみかわらいおんずすぽーつしょうねんだん
S51 5月 寺島 正吉

4 青森県 五所川原市女性スポーツの会

ごしょがわらしじょせいすぽーつのかい
H10 7月 尊馬 ユキエ

5 青森県 むつフットボールクラブジュニア

むつふっとぼーるくらぶじゅにあ
H11 5月 奥島 幸人

6 青森県 七戸町グラウンド・ゴルフ協会

しちのへまちぐらうんど・ごるふきょうかい
H18 4月 藤田 勲

7 山形県 寒河江市総合スポーツクラブ

さがえしそうごうすぽーつくらぶ
H18 2月 鈴木 朝夫

8 山形県 NPO法人Oｈ蔵SPORT

えぬぴーおーほうじんおおくらすぽーつ
H21 2月 菅野 明

9 福島県 福島新体操クラブ

ふくしましんたいそうくらぶ
H元 9月 水戸 眞由子

10 茨城県 牛久市スポーツ協会牛久市柔道協会

うしくしすぽーつきょうかいうしくしじゅうどうきょうかい
S47 4月 市田 嘉孝

11 群馬県 甘楽町ジュニアソフトテニスクラブ

かんらまちじゅにあそふとてにすくらぶ
H9 10月 外所 淳也

12 群馬県 伊勢崎ボクシングクラブ

いせさきぼくしんぐくらぶ
S23 4月 秋山 賢一

13 埼玉県 リ・ボーンはすだ総合型地域スポーツクラブ

りぼーんはすだそうごうがたちいきすぽーつくらぶ
H21 3月 富田 康夫

14 埼玉県 一般社団法人ふじみ野ふぁいぶるクラブ

いっぱんしゃだんほうじんふじみのふぁいぶるくらぶ
H21 3月 篠島 幹昌

15 千葉県 大原少年剣友会

おおはらしょうねんけんゆうかい
S62 1月 日置 敏之

16 東京都 王子グリーンテニスクラブ

おうじぐりーんてにすくらぶ
S61 12月 笠原 淳史

17 新潟県 日越卓球クラブ

ひごしたっきゅうくらぶ
H27 5月 畔上 誠

18 富山県 井波剣友会

いなみけんゆうかい
S35 4月 苗加 爲雄

19 富山県 TOMARIフットボールクラブ

とまりふっとぼーるくらぶ
S58 4月 川端 勇一

20 富山県 天神ビーチボールクラブ

てんじんびーちぼーるくらぶ
S58 4月 関口 忠明

21 石川県 錦城フットボールクラブジュニア

きんじょうふっとぼーるくらぶじゅにあ
S48 4月 越中谷 法昭

22 福井県 ＦＣおおのスポーツ少年団

えふしーおおのすぽーつしょうねんだん
S46 6月 吉田 克弥

23 福井県 佐分利グラウンド・ゴルフ同好会

さぶりぐらうんどごるふどうこうかい
H20 7月 森下 智行

24 福井県 特定非営利活動法人坂井フェニックスサッカークラブ

とくていひえいりかつどうほうじんさかいふぇにっくすさっかーくらぶ
S54 4月 東 誠二

25 長野県 飯島柔道クラブ

いいじまじゅうどうくらぶ
S46 4月 上原 正義

26 静岡県 網代ジュニアファイターズスポーツ少年団

あじろじゅにあふぁいたーずすぽーつしょうねんだん
S51 7月 海野 弘孝

27 静岡県 榛原少年剣道クラブ

はいばらしょうねんけんどうくらぶ
S47 5月 山本 英広

28 静岡県 桔梗が丘野球少年団

ききょうがおかやきゅうしょうねんだん
S47 9月 三島 重幸

29 愛知県 わすぽ一宮

わすぽいちのみや
H25 4月 荻野 宏子

30 三重県 三重県聴覚障害者女子バレーボール部 アイリス

みえけんちょうかくしょうがいしゃじょしばれーぼーるぶ あいりす
S61 4月 和田 和代
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31 京都府 翔球クラブ

しょうきゅうくらぶ
S46 10月 田村 哲順

32 京都府 京都車いす駅伝チーム

きょうとくるまいすえきでんちーむ
H元 1月 坂野 晴男

33 京都府 長五校区総合型地域スポーツクラブ

ながごこうくそうごうがたちいきすぽーつくらぶ
H22 7月 結城 正典

34 大阪府 さつきクラブ

さつきくらぶ
S43 5月 金子 弘子

35 大阪府 少林寺拳法泉州東鳥取スポーツ少年団

しょうりんじけんぽうせんしゅうひがしとっとりすぽーつしょうねんだん
S58 4月 福尾 喜正

36 大阪府 アジャタ貝塚水間スポーツ少年団

あじゃたかいづかみずますぽーつしょうねんだん
H13 4月 斉喜 博臣

37 大阪府 此花空手道 スポーツ少年団

このはなからてどう すぽーつしょうねんだん
H4 4月 富永 光成

38 大阪府 たつみスポーツクラブ

たつみすぽーつくらぶ
H14 4月 山野 寿一

39 兵庫県 スポーツクラブ２１ すぽーつくらぶありの

すぽーつくらぶにじゅういち すぽーつくらぶありの
H14 2月 吹谷 冨江

40 奈良県 一般社団法人リトルパイン総合型地域スポーツクラブ

いっぱんしゃだんほうじんりとるぱいんそうごうがたちいきすぽーつくらぶ
H27 3月 松岡 岳史

41 奈良県 一般財団法人生駒市スポ―ツ協会いこ増ッスルクラブ

いっぱんざいだんほうじんいこましすぽーつきょうかいいこまっするくらぶ
H25 3月 池田 誠也

42 奈良県 習心館道場

しゅうしんかんどうじょう
S36 6月 鍵田 忠左衛門

43 奈良県 桜井南ふれあいクラブ

さくらいみなみふれあいくらぶ
H25 3月 小林 弘房

44 和歌山県 特定非営利活動法人くちくまのクラブ

とくていひえいりかつどうほうじんくちくまのくらぶ
H19 3月 山本 博文

45 鳥取県 一般社団法人ほうきスマイリースポーツクラブ

いっぱんしゃだんほうじんほうきすまいりーすぽーつくらぶ
H20 4月 後藤 弥

46 鳥取県 大山サッカークラブスポーツ少年団

だいせんさっかーくらぶすぽーつしょうねんだん
H17 4月 尾先 信昭

47 広島県 竹尋アスリートクラブ

たけひろあすりーとくらぶ
S57 6月 石岡 豊明

48 山口県 萩柔友スポーツ少年団

はぎじゅうゆうすぽーつしょうねんだん
S50 5月 桑原 晋太郎

49 山口県 川中スポーツ振興会

かわなかすぽーつしんこうかい
H19 4月 森本 茂樹

50 徳島県 特定非営利活動法人うだつコミュニティ―スポーツクラブ

とくていひえいりかつどうほうじんうだつこみゅにてぃーすぽーつくらぶ
H16 3月 古川 省三

51 香川県 とらまるクラブONLY・ONE

とらまるくらぶおんりいわん
H18 5月 三好 美佳

52 愛媛県 宮前グラウンドゴルフ協会

みやまえぐらうんどごるふきょうかい
H10 4月 越智 節雄

53 愛媛県 宮前ミニソフトバレーボール愛好会

みやまえみにそふとばれーぼーるあいこうかい
H4 4月 山根 敏男

54 佐賀県 伊万里三香クラブ

いまりさんこうくらぶ
H元 4月 内山 充

55 佐賀県 佐賀惑葉ラグビー俱楽部

さがわくようらぐびーくらぶ
S50 10月 力久 敏信

56 長崎県 大瀬戸ジュニア陸上クラブ

おおせとじゅにありくじょうくらぶ
S51 4月 三島 広行

57 長崎県 中里クラブ陸上部

なかざとくらぶりくじょうぶ
S63 4月 嶋田 智恵子

58 長崎県 旭が丘サッカースポーツ少年団

あさひがおかさっかーすぽーつしょうねんだん
S63 4月 田原 宏樹

59 長崎県 翔雄館

しょうゆうかん
H9 10月 山口 能孝

60 熊本県 熊本ＹＭＣＡフットボールクラブ

くまもとわいえむしえふっとぼーるくらぶ
S42 2月 神保 勝己
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61 熊本県 NPO法人上天草スポーツクラブドリームズ

えぬぴーおーほうじんかみあまくさすぽーつくらぶどりーむず
H16 10月 山口 浩之

62 大分県 特定非営利活動法人七瀬の里Nクラブ

とくていひえいりかつどうほうじんななせのさとえぬくらぶ
H16 4月 森 慎一郎

63 大分県 ひしのみクラブ

ひしのみくらぶ
H19 3月 平松 義広

64 宮崎県 優和館

ゆうわかん
H13 4月 渡部 俊基
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