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1 北海道 愛別町 あいべつちょう 6 愛別町チャレンジデー実行委員会 会長 前佛秀幸 愛別町教育委員会 078-1493 北海道上川郡愛別町字本町345番地1 01658-6-5115 01658-6-4187 3,040 1,918 63.1 銀 沖縄県 東村 ●

2 北海道 芦別市 あしべつし 5 芦別市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 今野宏 芦別市教育委員会　体育振興課　体育振興係 079-1371 北海道芦別市上芦別町6 芦別市総合体育館内 0124-24-2525 0124-22-5807 14,940 5,244 35.1 銀 神奈川県 山北町 ●

3 北海道 枝幸町 えさしちょう 1 枝幸町チャレンジデー実行委員会 会長 村上守継 枝幸町役場保健福祉課保健予防グループ 098-5892 枝幸郡枝幸町字本町916番地 0163-62-4658 0163-62-3353 8,572 3,638 42.4 銀 秋田県 小坂町 ●

4 北海道 標津町 しべつちょう 9 標津町チャレンジデー実行委員会 会長 金澤瑛 標津町教育委員会 086-1652 北海道標津郡標津町南二条 標津町総合体育館 0153-82-3112 0153-82-2098 5,361 4,157 77.5 金 山梨県 南部町 ○

5 北海道 知内町 しりうちちょう 1 知内町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 大野幸孝 知内町教育委員会社会教育課スポーツ振興係 049-1103 上磯郡知内町重内21番地1 知内町スポーツセンター 01392-5-6856 61 01392-5-6857 4,665 2,673 57.3 銀 沖縄県 伊江村 ○

6 北海道 新得町 しんとくちょう 6 新得町チャレンジデー実行委員会 委員長 浜田正利 新得町教育委員会　社会教育課 081-0014 北海道上川郡新得町4条南4丁目 新得町公民館内 0156-64-0532 0156-64-5880 6,339 3,956 62.4 金 秋田県 八峰町 ●

7 北海道 鷹栖町 たかすちょう 5 鷹栖町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 谷寿男 教育課 071-1292 北海道上川郡鷹栖町南一条３丁目５番１号 0166-87-2028 438 0166-87-2850 7,194 4,551 63.3 金 秋田県 八郎潟町 ●

8 北海道 苫前町 とままえちょう 14 苫前町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 森利男 苫前町教育委員会　社会教育課　文化スポーツ係 078-3621 北海道苫前郡苫前町古丹別187-15　 苫前町公民館 0164-65-4076 0164-65-3220 3,321 1,891 56.9 銀 岡山県 新庄村 ●

9 北海道 名寄市 なよろし 23 名寄市チャレンジデー実行委員会 会長 加藤剛士 健康福祉部こども・高齢者支援室 096-8686 北海道名寄市大通南1-1 01654-3-2111 3280 01654-9-2089 28,614 17,463 61 金 徳島県 三好市 鹿児島県 阿久根市 ● ○

10 北海道 東神楽町 ひがしかぐらちょう 5 東神楽町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 山本進 東神楽町教育委員会　地域の元気づくり課 071-1511 北海道上川郡東神楽町北一条西1丁目1番13号 東神楽町総合福祉会館 0166-83-5407 0166-83-2606 10,374 5,869 56.6 金 岩手県 大槌町 ○

11 北海道 美唄市 びばいし 2 美唄市チャレンジデー実行委員会 委員長 高橋幹夫 教育委員会スポーツ振興課 072-8660 北海道 美唄市西三条南1-1-1 美唄市役所 0126-35-1316 0126-62-1088 23,343 10,001 42.8 銀 神奈川県 湯河原町 ○

12 北海道 深川市 ふかがわし 10 深川市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 山下貴史 深川市教育委員会　生涯学習スポーツ課　社会教育スポーツ係 074-8650 北海道深川市二条１７番１７号 深川市役所内 0164-26-2343 347 0164-22-8212 21,882 12,369 56.5 金 神奈川県 開成町 ●

13 北海道 富良野市 ふらのし 6 富良野市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 野嶋重克 特定非営利活動法人ふらの体育協会 076-0038 北海道富良野市桂木町5-10 0167-23-9666 0167-23-9667 22,945 10,192 44.4 銀 秋田県 にかほ市 ○

14 北海道 本別町 ほんべつちょう 6 本別町チャレンジデー実行委員会 名誉実行委員長 髙橋正夫 本別町教育委員会　社会教育課 089-3334 北海道中川郡本別町北2丁目4-2 本別町体育館 0156-22-2331 406 0156-22-3239 7,542 4,391 58.2 銀 長野県 喬木村 ●

15 北海道 幕別町 まくべつちょう 3 幕別町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 飯田晴義 幕別町教育委員会生涯学習課 089-0604 北海道中川郡幕別町錦町９８番地　幕別町教育委員会内 0155-54-2006 0155-54-4714 27,410 10,253 37.4 銀 高知県 宿毛市 ○

16 北海道 芽室町 めむろちょう 8 芽室町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 宮西義憲 芽室町教育委員会　社会教育課 082-0013 北海道河西郡芽室町東3条3丁目1番地 芽室町中央公民館内 0155-62-9730 0155-62-7037 19,023 11,940 62.8 金 大分県 豊後高田市 ○

17 青森県 新郷村 しんごうむら 5 新郷村チャレンジデー実行委員会 会長 須藤良美 新郷村総務課企画グループ 039-1801 青森県三戸郡新郷村戸来 0178-78-2111 203 0178-78-2118 2,668 3,494 131 金 秋田県 藤里町 ○

18 青森県 田子町 たっこまち 4 田子町チャレンジデー実行委員会 委員長 山本晴美 田子町教育委員会　教育課 039-0201 青森県三戸郡田子町大字田子字柏木田169 田子町中央公民館 0179-20-7070 0179-20-7075 5,971 4,482 75.1 金 佐賀県 玄海町 ○

19 青森県 藤崎町 ふじさきまち 9 藤崎町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 平田博幸 藤崎町教育委員会　生涯学習課 038-1214 青森県南津軽郡藤崎町大字常盤字三西田35番地1 常盤生涯学習文化会館 0172-65-3100 3104 0172-65-3128 15,452 7,840 50.7 銀 神奈川県 大井町 ●

20 岩手県 奥州市 おうしゅうし 8 奥州市チャレンジデー実行委員会 会長 小沢昌記 奥州市協働まちづくり部　生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係 023-1192 岩手県奥州市江刺区大通り1-8 江刺総合支所 0197-35-2111 336 0197-35-7466 121,188 82,280 67.9 金 長崎県 大村市 ●

21 岩手県 大槌町 おおつちちょう 11 大槌町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 平野公三 大槌町教育委員会　生涯学習課 028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第32地割126 大槌町中央公民館 0193-42-3030 0193-42-3031 12,394 6,693 54 銀 北海道 東神楽町 ●

22 岩手県 軽米町 かるまいまち 11 軽米町チャレンジデー実行委員会 会長 山本賢一 軽米町教育委員会　生涯学習グループ 028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 軽米町役場　３階　教育委員会事務局 0195-46-4744 310 0195-46-3050 9,757 5,223 53.5 銀 秋田県 五城目町 ●

23 岩手県 北上市 きたかみし 5 北上市チャレンジデー実行委員会 会長 髙橋敏彦 まちづくり部スポーツ推進課 024-0071 岩手県北上市上江釣子17-201-2 0197-72-8270 0197-77-2120 93,660 53,878 57.5 金 沖縄県 石垣市 ○

24 岩手県 葛巻町 くずまきまち 22 葛巻町チャレンジデー実行委員会 会長 鈴木重男 NPO法人葛巻町体育協会 028-5402 岩手県岩手郡葛巻町葛巻8-33-2 0195-66-3607 0195-68-7056 6,658 4,854 72.9 金 神奈川県 真鶴町 ○

25 岩手県 陸前高田市 りくぜんたかたし 17 陸前高田市チャレンジデー実行委員会 会長 戸羽太 陸前高田市教育委員会　生涯学習課　 029-2292 岩手県陸前高田市高田町字鳴石42-5 陸前高田市役所 0192-54-2111 252 0192-54-3888 20,179 15,516 76.9 金 福岡県 みやこ町 ○

26 宮城県 七ヶ浜町 しちがはままち 8 七ヶ浜町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 齋藤敏昭 七ヶ浜町教育委員会生涯学習課 985-0802 宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山5－9 生涯学習センター 022-357-3302 022-357-2615 19,273 10,077 52.3 銀 埼玉県 小鹿野町 ●

27 宮城県 東松島市 ひがしまつしまし 6 チャレンジデー東松島市実行委員会 会長 阿部秀保 東松島市教育委員会　生涯学習課 981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36-1 0225-82-1111 3325 0225-82-1845 40,290 19,199 47.7 銀 大分県 杵築市 ○

28 秋田県 秋田市 あきたし 2 秋田市チャレンジデー実行委員会 名誉会長　　 穂積志 秋田市教育委員会スポーツ振興課 010-0951 秋田県 秋田市山王二丁目1-53 山王21ビル4F 018-866-2247 018-866-2545 316,160 105,969 33.5 銀 山口県 下関市 ○

29 秋田県 井川町 いかわまち 6 井川町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 齋藤多聞 井川町教育委員会 018-1523 秋田県南秋田郡井川町坂本字山崎19 018-874-3668 018-874-3668 5,041 3,859 76.6 金 鹿児島県 和泊町 ○

30 秋田県 羽後町 うごまち 5 羽後町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 安藤豊 羽後町教育委員会 012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野187 羽後町総合体育館 0183-62-1323 0183-62-1323 15,948 8,238 51.7 銀 神奈川県 松田町 ●

31 秋田県 大潟村 おおがたむら 2 大潟村チャレンジデー実行委員会 村長 髙橋浩人 大潟村教育委員会 生涯学習班 村民体育館 010-0441 秋田県 南秋田郡大潟村北 2-1 0185-45-2269 0185-45-2685 3,239 1,978 61.1 銀 宮崎県 諸塚村 ●

32 秋田県 大館市 おおだてし 4 大館市チャレンジデー実行委員会 会長 福原淳嗣 大館市教育委員会　スポーツ振興課　スポーツ交流推進係 018-3595 秋田県大館市早口字上野43-1 田代総合支所内 0186-43-7148 0186-54-6999 75,641 49,430 65.3 金 山梨県 甲斐市 ●

33 秋田県 男鹿市 おがし 5 男鹿市チャレンジデー実行委員会 会長 渡部幸男 男鹿市教育委員会　生涯学習課 010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 男鹿市役所 0185-24-9102 2417 0185-24-9156 29,604 15,021 50.7 銀 香川県 多度津町 ●

34 秋田県 潟上市 かたがみし 4 潟上市チャレンジデー実行委員会 会長 石川光男 潟上市教育委員会　教育部　文化スポーツ課 010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226-1 潟上市役所 018-853-5363 7305 018-853-5277 33,730 20,621 61.1 金 愛知県 扶桑町 ○

35 秋田県 鹿角市 かづのし 4 鹿角市チャレンジデー実行委員会 会長 児玉一 鹿角市教育委員会　スポーツ振興課 018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 0186-30-0297 6823 0186-30-1140 32,672 22,926 70.2 金 岡山県 赤磐市 ○

36 秋田県 上小阿仁村 かみこあにむら 3 上小阿仁村チャレンジデー実行委員会 会長 小林悦次 教育委員会生涯学習班 018-4421 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原60-3 0186-60-9000 604 0186-77-3223 2,521 1,670 66.2 金 愛知県 飛島村 ●

37 秋田県 北秋田市 きたあきたし 4 北秋田市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 津谷永光 北秋田市教育委員会　スポーツ振興課 018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱11 鷹巣体育館内 0186-62-3800 0186-62-3801 34,093 18,972 55.6 金 島根県 雲南市 鹿児島県 南さつま市 ○ ●

38 秋田県 小坂町 こさかまち 6 小坂町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 細越満 小坂町教育委員会　学習振興班 017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字砂森7-1 小坂町交流センター内 0186-29-2069 0186-29-4436 5,480 2,602 47.5 銀 北海道 枝幸町 ○

39 秋田県 五城目町 ごじょうめまち 9 五城目町チャレンジデー実行委員会 会長 渡邉彦兵衛 五城目町教育委員会　生涯学習課 018-1723 秋田県南秋田郡五城目町上樋口字堂社７５ 018-852-4411 018-852-4414 9,970 6,354 63.7 金 岩手県 軽米町 ○

40 秋田県 仙北市 せんぼくし 6 仙北市チャレンジデー実行委員会 会長 門脇光浩 仙北市教育委員会　スポーツ振興課 014-0392 秋田県仙北市角館町東勝楽丁19 0187-43-3390 3243 0187-54-1727 28,048 14,520 51.8 銀 和歌山県 上富田町 ●

41 秋田県 大仙市 だいせんし 4 大仙市チャレンジデー実行委員会 委員長 栗林次美 大仙市教育委員会　生涯学習部　スポーツ振興課 014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町2番16号 0187-63-1111 344 0187-63-7131 85,319 47,527 55.7 金 東京都 小金井市 ●

42 秋田県 にかほ市 にかほし 10 にかほ市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 和田紀夫 にかほ市教育委員会　スポーツ振興課 018-0104 秋田県にかほ市象潟町字狐森7番地 0184-33-8855 0184-33-8856 25,981 11,041 42.5 銀 北海道 富良野市 ●

43 秋田県 能代市 のしろし 4 能代市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 齊藤滋宣 能代市教育委員会　生涯学習・スポーツ振興課 018-3192 秋田県能代市二ツ井町字上台1-1 能代市二ツ井町庁舎 0185-73-3221 0185-73-6459 56,110 24,800 44.2 銀 鹿児島県 奄美市 ●

44 秋田県 八郎潟町 はちろうがたまち 3 チャレンジデー八郎潟町実行委員会 実行委員会会長 畠山菊夫 教育委員会教育課 018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道８０番地 八郎潟町役場 018-875-5812 018-875-5950 6,198 4,552 73.4 金 北海道 鷹栖町 ○

45 秋田県 八峰町 はっぽうちょう 3 八峰町チャレンジデー実行委員会 委員長 加藤和夫 教育委員会生涯学習課スポーツ振興係 018-2641 秋田県山本郡八峰町八森中浜196-1 ファガス 0185-77-3700 15 0185-74-5290 7,676 4,956 64.6 金 北海道 新得町 ○

46 秋田県 東成瀬村 ひがしなるせむら 9 東成瀬村チャレンジデー実行委員会 会長 佐々木哲男 東成瀬村教育委員会　 019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 0182-47-3415 243 0182-47-2119 2,659 2,331 87.7 金 長野県 南相木村 ○

47 秋田県 藤里町 ふじさとまち 3 藤里町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 佐々木文明 教育委員会生涯学習係 018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字家の後67 三世代交流館 0185-79-1327 313 0185-79-2227 3,538 3,084 87.2 金 青森県 新郷村 ●

48 秋田県 美郷町 みさとちょう 4 美郷町チャレンジデー実行委員会 会長 松田知己 美郷町教育委員会　生涯学習課　スポーツ振興班 019-1234 秋田県仙北郡美郷町飯詰字糠渕18-1 美郷総合体育館リリオス内 0187-84-4916 0187-86-8033 20,621 13,753 66.7 金 広島県 竹原市 ○
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49 秋田県 三種町 みたねちょう 4 チャレンジデー三種町実行委員会 会長 三浦正隆 三種町教育委員会 018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字盤若台75-1 三種町琴丘総合体育館内 0185-87-2222 0185-87-3222 17,751 8,527 48 銀 広島県 北広島町 ●

50 秋田県 湯沢市 ゆざわし 4 湯沢市チャレンジデー実行委員会 会長 齊藤光喜 湯沢市教育委員会　生涯学習課　スポーツ振興班 012-8501 秋田県湯沢市佐竹町１番１号 0183-55-8286 647 0183-72-8515 48,014 23,465 48.9 銀 佐賀県 神埼市 ●

51 秋田県 由利本荘市 ゆりほんじょうし 4 由利本荘市チャレンジデー実行委員会 会長 長谷部誠 由利本荘市教育委員会　スポーツ課 018-0692 秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天町40-61 0184-32-1334 505 0184-33-2202 80,667 66,810 82.8 金 兵庫県 豊岡市 ○

52 秋田県 横手市 よこてし 4 横手市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 髙橋大 横手市まちづくり推進部スポーツ振興課 013-0060 秋田県横手市条里二丁目2-50 横手就業改善センター内 0182-35-2173 0182-32-6120 94,448 83,598 88.5 金 鹿児島県 霧島市 ●

53 山形県 鶴岡市 つるおかし 4 鶴岡市チャレンジデー実行委員会 委員長 榎本政規 鶴岡市教育委員会　スポーツ課 997-0825 山形県鶴岡市小真木原町2番1号 小真木原総合体育館内 0235-25-8131 503 0235-25-8134 131,629 28,525 21.7 銅 山口県 宇部市 ●

54 山形県 米沢市 よねざわし 1 米沢市チャレンジデー実行委員会 委員長 中川勝 社会教育・体育課 992-0012 山形県 米沢市金池3丁目1番14号 置賜総合文化センター 0238-23-6535 0238-22-5502 83,804 21,412 25.6 銀 東京都 狛江市 ●

55 福島県 伊達市 だてし 4 伊達市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 仁志田昇司 伊達市スポーツ振興公社 960-0634 福島県伊達市保原町大泉字宮脇265番地 024-597-8015 024-597-8016 62,944 17,515 27.8 銅 福岡県 八女市 ●

56 茨城県 常陸太田市 ひたちおおたし 8 常陸太田市チャレンジデー実行委員会 会長 大久保太一 常陸太田市教育委員会　スポーツ振興課 313-0007 茨城県常陸太田市新宿町1番地 山吹運動公園市民体育館内 0294-73-0090 0294-73-1230 54,584 30,869 56.6 金 徳島県 鳴門市 ●

57 埼玉県 小鹿野町 おがのまち 11 小鹿野町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 福島弘文 小鹿野町教育委員会　社会教育課 368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野167-1 小鹿野文化センター内 0494-75-0063 0494-75-0032 12,428 7,482 60.2 金 宮城県 七ヶ浜町 ○

58 埼玉県 秩父市 ちちぶし 7 秩父市チャレンジデー実行委員会 会長 久喜邦康 市民部　市民スポーツ課 369-1871 埼玉県秩父市下影森924-1 秩父市スポーツ健康センター内 0494-25-5230 0494-22-4770 65,256 48,082 73.7 金 沖縄県 南城市 ○

59 東京都 昭島市 あきしまし 5 昭島市チャレンジデー実行委員会 会長 北川穰一 昭島市教育委員会　生涯学習部　スポーツ振興課 196-0033 東京都昭島市東町5-13-1 総合スポーツセンター内 042-544-4152 042-544-4159 112,849 96,047 85.1 金 大阪府 柏原市 ○

60 東京都 小金井市 こがねいし 3 小金井市チャレンジデー実行委員会 会長 西岡真一郎 小金井市教育委員会生涯学習部生涯学習課 184-8504 東京都小金井市前原町３－４１－１５ 小金井市役所第二庁舎７階 042-386-2462 042-383-1133 118,015 97,473 82.6 金 秋田県 大仙市 ○

61 東京都 狛江市 こまえし 2 狛江市チャレンジデー実行委員会 会長 高橋都彦 狛江市教育委員会教育部社会教育課 201-8585 東京都 狛江市和泉本町一丁目1番5号 狛江市役所 03-3430-1111 2371 03-3430-1600 80,062 41,028 51.2 金 山形県 米沢市 ○

62 神奈川県 伊勢原市 いせはらし 3 伊勢原市チャレンジデー実行委員会 委員長 髙山松太郎 教育委員会スポーツ課 259-1188 神奈川県伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 0463-94-4711 5350 0463-94-7615 101,387 53,863 53.1 金 福岡県 大牟田市 ●

63 神奈川県 大井町 おおいまち 2 大井町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 間宮恒行 子育て健康課 258-0019 神奈川県 足柄上郡大井町金子1964-1 大井町保健福祉センター 0465-83-8011 612 0465-83-8016 17,280 9,952 57.6 金 青森県 藤崎町 ○

64 神奈川県 開成町 かいせいまち 3 開成町チャレンジデー実行委員会 会長　　 府川裕一 自治活動応援課 258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢７７３ 0465-83-2331 122 0465-82-5234 17,165 10,409 60.6 金 北海道 深川市 ○

65 神奈川県 寒川町 さむかわまち 2 寒川町チャレンジデー２０１６実行委員会 実行委員長 木村俊雄 健康子ども部 健康・スポーツ課 253-0196 神奈川県 高座郡寒川町宮山165 寒川町役場 0467-74-1111 0467-74-5613 48,302 25,710 53.2 金 奈良県 広陵町 ○

66 神奈川県 座間市 ざまし 2 座間市チャレンジデー実行委員会 委員長 遠藤三紀夫 健康部スポーツ課 252-8566 神奈川県 座間市緑ケ丘1-1-1 046-252-8177 046-255-3550 128,568 47,313 36.8 銀 山口県 山口市 ●

67 神奈川県 逗子市 ずしし 5 逗子市チャレンジデー実行委員会 会長 東弘之 市民協働部　文化スポーツ課 249-8686 神奈川県逗子市逗子５－２－16 逗子市役所 046-873-1111 583 046-872-4520 59,932 24,712 41.2 銀 沖縄県 豊見城市 ○

68 神奈川県 松田町 まつだまち 3 松田町チャレンジデー実行委員会 委員長 本山博幸 教育委員会生涯学習係 258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 松田町民文化センター 0465-83-7021 0465-83-7025 11,441 8,917 77.9 金 秋田県 羽後町 ○

69 神奈川県 真鶴町 まなづるまち 2 真鶴町チャレンジデー実行委員会 委員長 宇賀一章 真鶴町教育委員会教育課 259-0202 神奈川県 足柄下郡 真鶴町 岩172-8 真鶴町民センター 0465-68-1131 0465-68-1551 7,713 4,530 58.7 銀 岩手県 葛巻町 ●

70 神奈川県 山北町 やまきたまち 2 山北町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 湯川裕司 保険健康課 健康づくり班 258-0113 神奈川県 足柄上郡 山北町 山北 1971-2 山北町健康福祉センター 0465-75-0822 0465-76-4592 11,111 6,622 59.6 金 北海道 芦別市 ○

71 神奈川県 湯河原町 ゆがわらまち 3 湯河原町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 冨田幸宏 湯河原町役場　福祉部 259-0301 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2-2-1 保健センター 0465-63-2111 0465-63-2940 25,978 9,045 34.8 銀 北海道 美唄市 ●

72 富山県 魚津市 うおづし 5 魚津市チャレンジデー実行委員会 会長 村椿晃 魚津市教育委員会　生涯学習・スポーツ課 937-0066 富山県魚津市北鬼江313-2 魚津市役所第一分庁舎 0765-23-1046 0765-23-1052 43,089 21,670 50.3 金 鹿児島県 指宿市 ●

73 富山県 南砺市 なんとし 12 南砺市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 田中幹夫 南砺市教育委員会　教育部 生涯学習スポーツ課 932-0292 富山県南砺市井波520 0763-23-2013 2345 0763-82-5101 53,074 27,636 52.1 金 岐阜県 羽島市 ●

74 山梨県 甲斐市 かいし 7 甲斐市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 保坂武 甲斐市教育委員会　スポーツ振興課 400-0192 山梨県甲斐市篠原2610 055-278-1698 1761 055-278-2047 74,860 65,803 87.9 金 秋田県 大館市 ○

75 山梨県 南部町 なんぶちょう 4 南部町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 佐野和広 南部町教育委員会　生涯学習課　生涯スポーツ係 409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船４４７３－１ 南部町役場分庁舎 0556-64-4841 0556-64-3199 8,376 4,679 55.9 銀 北海道 標津町 ●

76 長野県 小海町 こうみまち 1 小海町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 新井寿一 教育委員会 384-1103 長野県 南佐久郡小海町豊里285 北牧楽集館 0267-92-4391 0267-92-4444 4,845 2,284 47.1 銀 熊本県 山江村 ○

77 長野県 喬木村 たかぎむら 15 チャレンジデーたかぎ実行委員会 実行委員長 市瀬直史 喬木村教育委員会　 395-1107 長野県下伊那郡喬木村6664　 0265-33-2002 0265-33-3682 6,591 4,286 65 金 北海道 本別町 ○

78 長野県 東御市 とうみし 3 チャレンジデー東御市実行委員会 実行委員長 花岡利夫 教育委員会 生涯学習課  生涯学習・スポーツ係 389-0592 長野県東御市県288-4 中央公民館内 0268-64-5885 0268-64-5610 30,752 17,382 56.5 金 大分県 豊後大野市 ○

79 長野県 南相木村 みなみあいきむら 4 南相木村チャレンジデー実行委員会 実行委員長 中島則保 南相木村教育委員会 384-1211 長野県南佐久郡南相木村4435 0267-78-2433 0267-78-2477 1,068 912 85.4 金 秋田県 東成瀬村 ●

80 岐阜県 羽島市 はしまし 6 羽島市チャレンジデー実行委員会 会長 松井聡 羽島市教育委員会スポーツ推進室 501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町２２６番地２ 羽島市教育委員会 058-393-4622 058-391-0906 68,595 47,152 68.7 金 富山県 南砺市 ○

81 岐阜県 七宗町 ひちそうちょう 1 七宗町チャレンジデー実行委員会 七宗町長 井戸敬二 住民課健康係 509-0401 岐阜県 加茂郡七宗町上麻生2152番地1 七宗町生きがい健康センター 0574-48-2046 0574-48-1360 4,129 1,776 43 銀 沖縄県 大宜味村 ○

82 愛知県 飛島村 とびしまむら 1 飛島村チャレンジデー実行委員会 会長 久野時男 生涯教育課 490-1436 愛知県 海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地 飛島村中央公民館 0567-52-3351 514 0567-52-2155 4,575 3,710 81.1 金 秋田県 上小阿仁村 ○

83 愛知県 扶桑町 ふそうちょう 3 扶桑町チャレンジデー実行委員会 会長 千田勝隆 教育委員会生涯学習課 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚３７０番地 扶桑町総合体育館 0587-93-2441 347 0587-93-2183 34,496 20,059 58.1 金 秋田県 潟上市 ●

84 愛知県 碧南市 へきなんし 6 碧南市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 禰冝田政信 碧南市教育委員会　スポーツ課 447-0853 愛知県碧南市浜町２－３ 0566-48-5311 0566-42-8368 71,766 53,193 74.1 金 香川県 丸亀市 ○

85 大阪府 柏原市 かしわらし 9 柏原市チャレンジデー実行委員会 会長 中野隆司 柏原市教育委員会　教育部　スポーツ推進課 582-8555 大阪府柏原市安堂町1-43 072-972-1689 072-940-6120 71,270 51,896 72.8 金 東京都 昭島市 ●

86 兵庫県 豊岡市 とよおかし 7 豊岡市チャレンジデー実行委員会 委員長 中貝宗治 豊岡市地域コミュニティ振興部　スポーツ振興課 668-8666 兵庫県豊岡市中央町２番４号 豊岡市役所 0796-21-9023 2796 0796-29-0054 84,761 70,008 82.6 金 秋田県 由利本荘市 ●

87 奈良県 広陵町 こうりょうちょう 2 広陵町チャレンジデー実行委員会 委員長 山村吉由 教育委員会事務局　中央体育館 635-0821 奈良県北葛城郡広陵町大字笠３８２番地１ 0745-55-1181 4017 0745-55-9070 34,958 17,280 49.4 銀 神奈川県 寒川町 ●

88 和歌山県 上富田町 かみとんだちょう 11 上富田町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 小出隆道 NPO法人くちくまのクラブ 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来1361-2 くちくまのほっとステーション内 0739-47-5711 0739-47-1139 15,521 9,518 61.3 金 秋田県 仙北市 ○

89 島根県 海士町 あまちょう 13 海士町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 山内道雄 海士町教育委員会　地域共育課 684-0403 島根県隠岐郡海士町大字海士1490 08514-2-1221 08514-2-1633 2,354 1,533 65.1 金 沖縄県 与那国町 ○

90 島根県 雲南市 うんなんし 11 雲南市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 速水雄一 雲南市教育委員会　社会教育課 699-1392 島根県雲南市木次町里方521-1 雲南市役所 0854-40-1073 2272 0854-40-1079 40,451 22,405 55.4 金 秋田県 北秋田市 鹿児島県 南さつま市 ● ●

91 岡山県 赤磐市 あかいわし 7 赤磐市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 友實武則 赤磐市教育委員会　スポーツ振興課 709-0816 岡山県赤磐市下市337 086-955-0738 086-955-6060 44,785 27,320 61 金 秋田県 鹿角市 ●

92 岡山県 新庄村 しんじょうそん 11 新庄村チャレンジデー実行委員会 実行委員長 小倉博俊 新庄村教育委員会 717-0201 岡山県真庭郡新庄村2014-2 0867-56-3178 0867-56-3179 958 905 94.5 金 北海道 苫前町 ○

93 広島県 北広島町 きたひろしまちょう 4 北広島町チャレンジデー実行委員会 実行委員長 箕野博司 北広島町教育委員会　生涯学習課 731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地 050-5812-1864 1323 0826-72-0608 19,411 9,481 48.8 銀 秋田県 三種町 ○

94 広島県 竹原市 たけはらし 8 竹原市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 吉田基 バンブースポーツクラブ 729-2313 広島県竹原市高崎町1414 バンブー体育館 0846-24-1001 0846-24-1001 27,170 14,107 51.9 銀 秋田県 美郷町 ●

95 広島県 三次市 みよしし 4 三次市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 増田和俊 地域振興部　スポーツ課 728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 三次市役所東館4階 0824-62-6553 2421 0824-62-6235 54,577 19,537 35.8 銀 大分県 宇佐市 ●

96 山口県 宇部市 うべし 2 宇部市チャレンジデー実行委員会 会長 久保田后子 総合政策部 文化・スポーツ振興課 755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市役所3階 0836-34-8628 0836-22-6008 169,281 78,202 46.2 銀 山形県 鶴岡市 ○
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97 山口県 下関市 しものせきし 1 下関市チャレンジデー実行委員会 会長 中尾友昭 下関市観光交流部スポーツ振興課 750-0006 山口県 下関市南部町21-19 下関商工会館4階 083-231-2739 083-231-2746 272,067 69,150 25.4 銀 秋田県 秋田市 ●

98 山口県 山口市 やまぐちし 4 山口市チャレンジデー実行委員会 会長 渡辺純忠 ふるさと創生部スポーツ交流課 753-8650 山口県山口市亀山町2番1号 山口総合支所 083-934-2912 3514 083-934-2665 197,426 77,099 39.1 銀 神奈川県 座間市 ○

99 徳島県 鳴門市 なるとし 7 鳴門市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 泉理彦 鳴門市教育委員会　体育振興室 772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜31番地36 088-686-8804 448 088-686-8005 60,086 35,142 58.5 金 茨城県 常陸太田市 ○

100 徳島県 三好市 みよしし 11 三好市チャレンジデー実行委員会 委員長 黒川征一 いけだスポーツクラブ 778-0002 徳島県三好市池田町マチ2551-1 三好市池田総合体育館 0883-72-5755 0883-72-5765 28,184 17,698 62.8 金 北海道 名寄市 鹿児島県 阿久根市 ○ ○

101 香川県 多度津町 たどつちょう 18 チャレンジデー多度津町実行委員会 委員長 丸尾幸雄 公益財団法人多度津町文化体育振興事業団 764-0033 香川県仲多度郡多度津町青木１２９番地の２ 多度津町立四箇地区公民館 0877-32-5221 0877-35-7510 23,733 15,131 63.8 金 秋田県 男鹿市 ○

102 香川県 丸亀市 まるがめし 9 チャレンジデー丸亀市実行委員会 会長 梶正治 生活環境部　スポーツ推進課 763-0053 香川県丸亀市金倉町924番地1 丸亀市民体育館内 0877-24-1392 0877-24-1309 113,593 77,321 68.1 金 愛知県 碧南市 ●

103 高知県 宿毛市 すくもし 6 宿毛市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 中平富宏 宿毛市教育委員会　生涯学習課 788-0785 高知県宿毛市山奈町芳奈4024 0880-66-1467 0880-66-1468 21,570 4,813 22.3 銅 北海道 幕別町 ●

104 福岡県 大牟田市 おおむたし 11 大牟田市チャレンジデー実行委員会 会長 坂口健治 大牟田市体育協会 836-0861 福岡県大牟田市宝坂町2-86 大牟田市民体育館内 0944-57-4002 0944-57-4002 119,228 81,863 68.7 金 神奈川県 伊勢原市 ○

105 福岡県 みやこ町 みやこまち 5 みやこ町チャレンジデー実行委員会 会長 井上幸春 スポネットTOYOTSU 824-0123 福岡県京都郡みやこ町国分636　 豊津B&G海洋センター 0930-33-2279 0930-33-3257 20,782 15,090 72.6 金 岩手県 陸前高田市 ●

106 福岡県 八女市 やめし 1 八女市チャレンジデー実行委員会 八女市チャレンジデー実行委員会実行委員長 三田村統之 八女市新社会推進部スポーツ振興課 834-0023 八女市馬場434 八女市総合体育館 0943-24-1230 0943-24-0029 66,113 26,048 39.4 銀 福島県 伊達市 ○

107 佐賀県 神埼市 かんざきし 7 神埼市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 松本茂幸 神埼市教育委員会　社会教育課　スポーツ振興係 842-8502 佐賀県神埼市千代田町直鳥166-1 千代田支所 0952-44-2731 0952-44-2152 32,240 19,093 59.2 金 秋田県 湯沢市 ○

108 佐賀県 玄海町 げんかいちょう 1 玄海町チャレンジデー実行委員会 委員長 末武和彦 教育課 847-1422 東松浦郡玄海町大字新田1809-22 玄海町町民会館 0955-52-6688 0955-52-5017 6,023 4,180 69.4 金 青森県 田子町 ●

109 長崎県 大村市 おおむらし 9 大村市チャレンジデー実行委員会 会長 園田裕史 市民環境部　地域げんき課　スポーツ振興室 856-8686 長崎県大村市玖島1-25 0957-53-4111 187 0957-52-6722 94,795 65,358 68.9 金 岩手県 奥州市 ○

111 熊本県 山江村 やまえむら 4 山江村チャレンジデー実行委員会 実行委員長 内山慶治 山江村教育委員会 868-0092 熊本県球磨郡山江村大字山田甲1360番地 0966-23-3604 0966-24-6681 3,638 1,422 39.1 銅 長野県 小海町 ●

113 大分県 宇佐市 うさし 3 宇佐市チャレンジデー実行委員会 委員長 是永修治 宇佐市役所　経済部　文化・スポーツ振興課　スポーツ振興係 879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 宇佐市役所 0978-32-1111 685 0978-32-1272 58,085 35,923 61.8 金 広島県 三次市 ○

114 大分県 杵築市 きつきし 2 杵築市チャレンジデー実行委員会 代表 永松悟 杵築市教育委員会文化・スポーツ振興課 873-0014 大分県 杵築市本庄2005番地 杵築市文化体育館 0978-63-5558 0978-63-5559 30,645 12,895 42.1 銀 宮城県 東松島市 ●

115 大分県 豊後大野市 ぶんごおおのし 5 豊後大野市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 橋本祐輔 豊後大野市教育委員会社会教育課 879-7198 大分県豊後大野市三重町市場1200番地 0974-22-1001 2222 0974-22-6828 38,024 15,990 42.1 銀 長野県 東御市 ●

116 大分県 豊後高田市 ぶんごたかだし 9 豊後高田市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 永松博文 豊後高田市教育委員会　総務課 872-1101 大分県豊後高田市中真玉2144-12 0978-53-5112 0978-53-4731 23,300 10,173 43.7 銀 北海道 芽室町 ●

117 宮崎県 諸塚村 もろつかそん 12 諸塚村チャレンジデー実行委員会 実行委員長　　　　　 西川健 諸塚村教育委員会 883-1301 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683 0982-65-0072 0982-65-0661 1,857 1,651 88.9 金 秋田県 大潟村 ○

118 鹿児島県 阿久根市 あくねし 7 阿久根市チャレンジデー実行委員会 会長 西平良将 阿久根市教育委員会　スポーツ推進課 899-1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川２４８６－１ 阿久根市総合体育館 0996-73-4649 0996-73-4639 21,882 8,126 37.1 銀 北海道 名寄市 徳島県 三好市 ● ●

119 鹿児島県 奄美市 あまみし 8 奄美市チャレンジデー実行委員会 会長 朝山毅 奄美市教育委員会　市民スポーツ課 894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町19-21 0997-52-1111 1727 0997-53-9501 44,722 24,689 55.2 金 秋田県 能代市 ○

120 鹿児島県 指宿市 いぶすきし 4 指宿市チャレンジデー実行委員会 委員長 豊留悦男 指宿市教育委員会　市民スポーツ課 891-0404 鹿児島県指宿市東方12000番地 0993-27-0203 0993-27-0204 42,816 22,007 51.4 金 富山県 魚津市 ○

121 鹿児島県 霧島市 きりしまし 3 霧島市チャレンジデ―実行委員会 委員長 前田終止 教育委員会保健体育課 899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号 隼人庁舎 0995-42-1117 5097 0995-43-5380 126,847 114,289 90.1 金 秋田県 横手市 ○

122 鹿児島県 南さつま市 みなみさつまし 3 チャレンジデーin南さつま実行委員会 委員長 本坊輝雄 教育委員会　生涯スポーツ課 897-0003 鹿児島県南さつま市加世田川畑2627番地１ 南さつま市民会館 0993-53-2111 2406 0993-52-0026 35,956 24,555 68.3 金 秋田県 北秋田市 島根県 雲南市 ○ ○

123 鹿児島県 和泊町 わどまりちょう 13 和泊町チャレンジデー実行委員会 会長 伊地知実利 和泊町教育委員会　事務局 891-9192 鹿児島県大島郡和泊町和泊10番地 0997-92-0300 0997-92-2116 6,874 4,806 69.9 金 秋田県 井川町 ●

124 沖縄県 伊江村 いえそん 2 伊江村チャレンジデー実行委員会 村長 島袋秀幸 伊江村B&G海洋センター 905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前 伊江村B&G海洋センター 0980-49-2929 0980-49-2955 4,704 1,904 40.5 銀 北海道 知内町 ●

125 沖縄県 石垣市 いしがきし 3 石垣市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 中山義隆 観光文化スポーツ局スポーツ交流課 907-8501 沖縄県石垣市美崎町14番地 0980-88-6666 642 0980-82-1911 49,141 18,753 38.2 銀 岩手県 北上市 ●

126 沖縄県 大宜味村 おおぎみそん 3 大宜味村チャレンジデー実行委員会 会長 宮城功光 教育委員会 905-1392 沖縄県国頭郡大宜味村字大兼久157番地 大宜味村役場 0980-44-3006 213 0980-44-3029 3,160 1,267 40.1 銀 岐阜県 七宗町 ●

127 沖縄県 豊見城市 とみぐすくし 2 豊見城市チャレンジデー実行委員会 実行委員長 宜保晴毅 豊見城市教育委員会生涯学習部生涯学習振興課 901-0292 沖縄県 豊見城市翁長854-1 豊見城市役所 098-850-3591 098-850-1860 62,623 24,004 38.3 銀 神奈川県 逗子市 ●

128 沖縄県 南城市 なんじょうし 11 南城市チャレンジデー実行委員会 会長 古謝景春 南城市教育委員会　教育総務課 901-1292 沖縄県南城市大里字仲間８０７番地 南城市役所大里庁舎 098-947-2782 098-946-5822 42,868 18,648 43.5 銀 埼玉県 秩父市 ●

129 沖縄県 東村 ひがしそん 11 東村チャレンジデー実行委員会 実行委員長 伊集盛久 東村教育委員会 905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804　 0980-43-2130 0980-43-2017 1,874 1,255 67 金 北海道 愛別町 ○

130 沖縄県 与那国町 よなぐにちょう 1 与那国町チャレンジデー実行委員会 会長 外間守吉 長寿福祉課 907-1801 八重山郡与那国町与那国129番地 0980-87-3575 0980-87-2079 1,490 770 51.7 銀 島根県 海士町 ●
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