
令和２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 ふりがな
ク ラ ブ 名

設立年月 代 表 者

1 北海道
えべつひがしけんどうすぽーつしょうねんだん

江別東剣道スポーツ少年団 S63 6月 田中 努

2 北海道
なかしべつすぴーどすけーとすぽーつしょうねんだん

中標津スピードスケートスポーツ少年団 S52 5月 松井 錦次

3 北海道
とまこまいじゅうどうすぽーつしょうねんだん

苫小牧柔道スポーツ少年団 S52 4月 山崎 直人

4 青森県
さんのへまちやきゅうきょうかい

三戸町野球協会 S28 4月 北向 敦

5 青森県
あおもりししょうねんらぐびーすくーる

青森市少年ラグビースクール S49 6月 舘山 美智億

6 青森県
ひらかわしやきゅうきょうかい

平川市野球協会 H18 4月 中田 勝彦

7 秋田県
とくていひえいりかつどうほうじんすぽーれおおがた

特定非営利活動法人スポーレおおがた H22 3月 中村 昇

8 秋田県
あきたしにあさっかーくらぶ

秋田シニアサッカークラブ H9 4月 石川 勤

9 秋田県
にしめこうれいしゃばれーぼーるわらびかい

西目高齢者バレーボール和楽美会 S63 4月 渡辺 俊治

10 秋田県
みわじょしつなひきくらぶ

三輪女子綱引クラブ H8 4月 佐藤 眞由美

11 山形県
とくていひえいりかつどうほうじんおぐにすぽーつくらぶゆい

特定非営利活動法人おぐにスポーツクラブYui H22 ２月 舟山 孝夫

12 山形県
みかわすぽーつくらぶ

みかわスポーツクラブ H23 2月 三浦 正明

13 福島県
ふくしまけんますたーずすきーきょうかい

福島県マスターズスキー協会 S62 9月 柳沼 力夫

14 茨城県
うしくしたいいくきょうかいそふとてにすぶ

牛久市体育協会ソフトテニス部 S37 ４月 淀川 文男

15 茨城県
ちくせいけい・えふしー

筑西K・FC H7 ４月 古谷野 明久

16 群馬県
あずまけんゆうかい

東剣友会 S53 4月 国定 隆司

17 群馬県
おおたしあーちぇりーきょうかい

太田市アーチェリー協会 S52 4月 野村 守

18 埼玉県
とくていひえいりかつどうほうじんすぎとまちそうごうがたすぽーつくらぶすぎすぽ

特定非営利活動法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ H25 4月 齊田 壯一

19 埼玉県
とくていひえいりかつどうほうじんかわぐちとづかそうごうがたちいきすぽーつくらぶどりーむらいふ

特定非営利活動法人川口戸塚総合型地域スポーツクラブどりーむりふ H24 10月 豊田 英明

20 東京都
にしとうきょうしそうごうがたちいきすぽーつくらぶにしはらすぽーつくらぶ

西東京市総合型地域スポーツクラブ『にしはらスポーツクラブ』 H17 9月 吉田 稲吉

21 新潟県
とくていひえいりかつどうほうじん こいこいすぽーつくらぶおぢや

特定非営利活動法人こいこいスポーツクラブおぢや H22 2月 吉原 正幸

22 新潟県
みしまじゅにあばれーぼーるくらぶ

三島ジュニアバレーボールクラブ H3 4月 稲垣 昭夫

23 新潟県
すよしぐらうんど・ごるふくらぶ

栖吉グラウンド・ゴルフクラブ H18 2月 三浦 晴男

24 富山県
おおえのしょうすまいる

大家庄スマイル S59 4月 渡邊 幸子

25 富山県
ほりかわみなみじゅにあばどみんとんくらぶ

堀川南Ｊｒバドミントンクラブ H3 5月 多賀 直人

26 富山県
となみくらぶまま

砺波クラブmama H10 4月 小幡 和彦

27 石川県
つばたどんぐりすぽーつしょうねんだん

津幡どんぐりスポーツ少年団 S51 9月 吉本 学

28 福井県
そうごうがたちいきすぽーつくらぶ すまいりんぐ

総合型地域スポーツクラブ スマイ輪ING H27 2月 井上 裕介

29 福井県
あわらあかねぐみしょーとてにす

芦原あかね組ショートテニス H15 4月 池上 みつえ

30 山梨県
おおつきしすこやかすぽーつくらぶ

大月市健やかスポーツクラブ H20 3月 天野 公男
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31 山梨県
かいじきしんかんけんどうすぽーつしょうねんだん

甲斐直心館剣道スポーツ少年団 H21 4月 鷹野 裕之

32 静岡県
ごてんばしょうねんけんどうすぽーつしょうねんだん

御殿場少年剣道スポーツ少年団 S42 4月 東條 弘光

33 静岡県
にしとよだすいえいすぽーつしょうねんだん

西豊田水泳スポーツ少年団 S46 11月 浜辺 正己

34 静岡県
はままつこいけびーばーずすぽーつしょうねんだん

浜松小池ビーバーズスポーツ少年団 S51 11月 安瀬 正勝

35 愛知県
ちりゅうみなみすぽーつ・ぶんかくらぶ

知立みなみスポーツ・文化クラブ H22 12月 石原 国彦

36 三重県
みえちゃりおっつ

三重チャリオッツ H12 1月 稲葉 潤一郎

37 三重県
いすずうきうきくらぶ

いすずウキウキクラブ H16 3月 多田 靖

38 大阪府
くれはくらぶ

くれはクラブ S43 5月 佐桑 明美

39 大阪府
てんのうじじぇいえすしーすぽーつしょうねんだん

天王寺J.S.C.スポーツ少年団 S54 4月 河野 邦夫

40 大阪府
なんこうけんゆうかい

楠公剣友会 S53 4月 川畑 誠

41 大阪府
えぬぴーおーほうじんさくらすぽーつくらぶ

NPO法人さくらスポーツクラブ H14 7月 谷 高行

42 大阪府
しんえいかんたかどのからてどうすぽーつしょうねんだん

心英館高殿空手道スポーツ少年団 H7 4月 佃井 誠治

43 兵庫県
すぽーつくらぶにじゅういちあじま

スポーツクラブ２１あじま H16 11月 三島 健義

44 兵庫県
すぽーつくらぶにじゅういちわかさの

スポーツクラブ２１わかさの H14 4月 野勢 博昭

45 奈良県
とくていひえいりかつどうほうじんやまとふれあいすぽーつくらぶ

特定非営利活動法人大和ふれあいスポーツクラブ H24 10月 楠原 徳明

46 奈良県
こおりやまけんどうくらぶ

郡山剣道クラブ S28 4月 松山 正義

47 奈良県
ならしたっきゅうきょうかい

奈良市卓球協会 S48 10月 尼﨑 勝己

48 奈良県
とくていひえいりかつどうほうじんあおがきすまいるくらぶ

特定非営利活動法人青垣すまいるクラブ H26 2月 新葉 清嗣

49 和歌山県
とくていひえいりかつどうほうじんゆうゆうすぽーつくらぶかいなん

特定非営利活動法人ゆうゆうスポーツクラブ海南 H19 ３月 津毛 望

50 鳥取県
みささえーしーすぽーつしょうねんだん

三朝ACスポーツ少年団 H14 ４月 造酒 幸雄

51 岡山県
おかやまあーちぇりーあかでみー

岡山アーチェリーアカデミー H20 4月 豊福 浩

52 広島県
みのりくじょうくらぶ

御野陸上クラブ S55 4月 細羽 幹夫

53 山口県
りゅうほくすぽーつしょうねんだん

柳北スポーツ少年団 S48 12月 多谷 真人

54 山口県
みわすぽーつくらぶ

美和スポーツクラブ H18 12月 藤田 吉尭

55 徳島県
とくていひえいりかつどうほうじんあいずみすぽーつくらぶ

特定非営利活動法人あいずみスポーツクラブ H16 10月 北島 孝

56 香川県
さぬきみきすぽーつくらぶ

さぬき三木スポーツクラブ H19 ２月 鴨井 俊德

57 愛媛県
まつやまじゅにあそふとてにすくらぶ

松山ジュニアソフトテニスクラブ H8 ４月 吉川 潔

58 愛媛県
みぶこうみんかんたいいくきょうかいれくばれーぼーるせんもんぶ

味生公民館体育協会レクバレーボール専門部 H13 ４月 関谷 いつ子

59 佐賀県
きたしげやすじゅにあらぐびーくらぶ

北茂安ジュニアラグビークラブ S57 4月 浦川 宗久

60 佐賀県
かわそえじゅにあらぐびーくらぶ

川副ジュニアラグビークラブ H1 4月 古賀 善充
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61 長崎県
ながさきからてどうしょうとうかい

長崎空手道松濤会 S24 4月 志岐 富美雄

62 長崎県
ひらどえふしー

比良戸FC S46 4月 針尾 忍

63 熊本県
かくじょうきっかーず

鶴城キッカーズ S45 4月 内崎 克哉

64 大分県
べっぷしりくじょうきょうしつ

別府市陸上教室 H5 ５月 尾野 耕一

65 大分県
とくていひえいりかつどうほうじんかわぞえなのはなくらぶ

特定非営利活動法人川添なのはなクラブ H19 ３月 柴田 和己

66 宮崎県
かわみなみらぐびーふっとぼーるくらぶ

川南ラグビーフットボールクラブ S46 4月 河野 龍司

67 沖縄県
いっぱんしゃだんほうじんさんびすかすおきなわ

一般社団法人サンビスカス沖縄 H21 8月 宮城 哲郎
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