
令和３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
ほっかいどうてにすきょうかい

北海道テニス協会
S13 4月 長澤 茂嗣

2 北海道
ほっかいどうぼーときょうかい

北海道ボート協会
S22 4月 東 乙比古

3 青森県
はしかみちょうたいいくきょうかい

階上町体育協会
S35 4月 南 修平

4 岩手県
いわてけんあいすほっけーれんめい

岩手県アイスホッケー連盟
S48 2月 谷上 淳

5 秋田県
ひがしなるせむられくりえーしょんきょうかい

東成瀬村レクリエーション協会
H20 4月 谷藤 勉

6 秋田県
ゆりほんじょうしいわきぱーくごるふきょうかい

由利本荘市岩城パークゴルフ協会
H14 4月 田口 正敏

7 栃木県
さのしばれーぼーるきょうかい

佐野市バレーボール協会
S45 4月 髙橋 清

8 栃木県
しもつけしやきゅうきょうかい

下野市野球協会
H18 4月 菅原 祐一

9 栃木県
うつのみやしらいふるしゃげききょうかい

宇都宮市ライフル射撃協会
S53 4月 菊地 利章

10 群馬県
たてばやしじょうきゅうかい

館林城弓会
H15 4月 川島 勝

11 群馬県
ぬまたしぐらうんどごるふきょうかい

沼田市グラウンド・ゴルフ協会
H11 5月 田中 勝行

12 埼玉県
さいたまけんぼっちゃきょうかい

埼玉県ボッチャ協会
H19 9月 坂上 利明

13 埼玉県
かわぐちこどもくらぶいくせいかい

川口子どもクラブ育成会
S47 7月 川田 茂雄

14 埼玉県
みなのまちばどみんとんれんめい

皆野町バドミントン連盟
S51 4月 金子 哲夫

15 千葉県
いちはらしたっきゅうきょうかい

市原市卓球協会
S38 5月 鈴木 茂

16 千葉県
まつどしじゅうどうれんめい

松戸市柔道連盟
S26 4月 茂木 甲三

17 千葉県
ふなばししそふとぼーるきょうかい

船橋市ソフトボール協会
S42 4月 川原 新二

18 東京都
とうきょうとすぽーつうえるねすふきやきょうかい

東京都スポーツウエルネス吹矢協会
H20 4月 都築 德良

19 東京都
とうきょうとあーちぇりーきょうかい

東京都アーチェリー協会
S38 4月 松本 洋平

20 東京都
おおたくすいえいきょうかい

大田区水泳協会
S26 7月 鈴木 耕司

21 東京都
とくていひえいりかつどうほうじんひのでまちすぽーつきょうかい

特定非営利活動法人日の出町スポーツ協会
S42 4月 森谷 幸二

22 東京都
えどがわくすいえいれんめい

江戸川区水泳連盟
S24 4月 中川 泰一

23 神奈川県
いせはらしすぽーつしょうねんだん

伊勢原市スポーツ少年団
S61 11月 松藤 保男

24 神奈川県
あやせしそふとぼーるきょうかい

綾瀬市ソフトボール協会
S53 11月 比留川 政彦

25 神奈川県
かまくらやきゅうきょうかい

鎌倉野球協会
S21 4月 中澤 克之

26 神奈川県
しもそがたいいくきょうかい

下曽我体育協会
S23 4月 内山 健治

27 神奈川県
よこはまししょうがいしゃすぽーつしどうしゃきょうぎかい

横浜市障がい者スポーツ指導者協議会
H10 3月 岩澤 英喜

28 新潟県
こうえきしゃだんほうじんにほんさんびーたいそうきょうかいにいがたちく

公益社団法人日本３Ｂ体操協会新潟地区
S58 6月 涌井 きみ子

29 富山県
ふなみちくたいいくきょうかい

舟見地区体育協会
S34 1月 小森 猛志

30 石川県
つばたまちてにすきょうかい

津幡町テニス協会
S52 4月 吉本 律子
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31 石川県
こまつしすきーきょうかい

小松市スキ－協会
S32 12月 安井 敏成

32 石川県
ななおしじゅうどうきょうかい

七尾市柔道協会
S21 4月 宮﨑 博

33 福井県
あわらしごるふきょうかい

あわら市ゴルフ協会
H5 4月 岡倉 好一

34 長野県
まつもとてにすきょうかい

松本テニス協会
S29 4月 可知 偉行

35 愛知県
にっぽんけんぽうとよはしきょうかい

日本拳法豊橋協会
S39 4月 川原 元則

36 滋賀県
かつらがわがっくたいいくきょうかい

葛川学区体育協会
S42 4月 小西 一範

37 滋賀県
からさきがっくたいいくしんこうかい

唐崎学区体育振興会
S50 4月 辻 辰巳

38 滋賀県
くさつしすぽーつすいしんいいんきょうぎかい

草津市スポーツ推進委員協議会
S43 6月 嘉悦 和子

39 兵庫県
たいしちょうすぽーつしょうねんだん

太子町スポーツ少年団
S54 4月 井上 義昭

40 鳥取県
とっとりけんすきーれんめい

鳥取県スキー連盟
S5 12月 内田 博長

41 鳥取県
とっとりけんぼくしんぐれんめい

鳥取県ボクシング連盟
S22 10月 斉木 正一

42 広島県
なかのがっくたいいくきょうかい

中野学区体育協会
S48 5月 住吉 裕二

43 広島県
ふかわがっくたいいくきょうかい

深川学区体育協会
S48 4月 田上 誠也

44 広島県
おおたけしりくじょうきょうぎきょうかい

大竹市陸上競技協会
S22 4月 髙橋 宏

45 広島県
おおたけしけんどうれんめい

大竹市剣道連盟
S22 4月 木村 美知代

46 山口県
やまぐちけんあーちぇりーきょうかい

山口県アーチェリー協会
S44 10月 三池 孝尚

47 山口県
やまぐちけんたーげっとばーどごるふきょうかい

山口県ターゲット・バードゴルフ協会
H15 4月 瀬川 信幸

48 愛媛県
えひめけんばれーぼーるきょうかい

愛媛県バレーボール協会
S25 4月 中村 進

49 愛媛県
えひめけんからてどうれんめい

愛媛県空手道連盟
S44 9月 横田 弘之

50 福岡県
おおのじょうしけんどうれんめい

大野城市剣道連盟
S34 5月 林田 保孝

51 福岡県
ふくおかけんどっじぼーるきょうかい

福岡県ドッジボール協会
H4 11月 加地 邦雄

52 佐賀県
ふじちょうたいいくきょうかい

富士町体育協会
S34 4月 原 敏朗

53 熊本県
りゅうほうこうくたいいくきょうかい

龍峯校区体育協会
S37 4月 林 茂勝

54 熊本県
あらおしさっかーきょうかい

荒尾市サッカー協会
S41 4月 山田 優一

55 鹿児島県
かのやしそふとぼーるきょうかい

鹿屋市ソフトボール協会
S30 4月 西口 純一

56 鹿児島県
さつませんだいしぐらうんどごるふきょうかい

薩摩川内市グラウンド・ゴルフ協会
H8 3月 小原 静雄

57 鹿児島県
かごしまけんぶじゅつたいきょくけんれんめい

鹿児島県武術太極拳連盟
H4 11月 増留 貴朗

58 鹿児島県
こうえきしゃだんほうじんにほんさんびーたいそうきょうかいかごしまけんしぶ

公益社団法人日本３Ｂ体操協会鹿児島県支部
S55 4月 新元 育美

59 沖縄県
なはしばどみんとんきょうかい

那覇市バドミントン協会
S57 5月 金城 芳雄
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