
No. 都道府県名 団体名
令和4年度予備登録

クラブ数

1 北海道 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 52

2 青森県 青森県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 8

3 岩手県 岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 25

4 宮城県 宮城県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 24

5 秋田県 秋田県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 22

6 山形県 山形県総合型地域スポーツクラブ協議会 40

7 福島県 福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 43

8 茨城県 茨城県総合型地域スポーツクラブ協議会 24

9 栃木県 栃木県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 37

10 群馬県 群馬県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 19

11 埼玉県 公益財団法人埼玉県スポーツ協会 28

12 千葉県 千葉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 10

13 東京都 総合型地域スポーツクラブ東京都協議会 38

14 神奈川県 神奈川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 44

15 山梨県 総合型地域スポーツクラブ登録部会 13

16 新潟県 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 31

17 長野県 長野県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 33

18 富山県 富山県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 24

19 石川県 石川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 15

20 福井県 福井県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 25

21 静岡県 静岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 12

22 愛知県 愛知県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 21

23 三重県 総合型地域スポーツクラブ三重県連絡協議会 8

24 岐阜県 総合型地域スポーツクラブ岐阜県連絡協議会 46

25 滋賀県 滋賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 25

26 京都府 京都府広域スポーツセンター京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 12

27 大阪府 大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 19

28 兵庫県 総合型地域スポーツクラブ兵庫県連絡協議会 11

29 奈良県 奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 25

30 和歌山県 総合型地域スポーツクラブ和歌山県協議会 17

31 鳥取県 鳥取県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 9

32 島根県 島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 8

33 岡山県 総合型地域スポーツクラブ岡山協議会 14

34 広島県 広島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 22

35 山口県 山口県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 3

36 香川県 香川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 8

37 徳島県 徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 23

38 愛媛県 愛媛県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 19

39 高知県 高知県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 7

40 福岡県 福岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 9

41 佐賀県 佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 13

42 長崎県 長崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 24

43 熊本県 総合型地域スポーツクラブ熊本県協議会 40

44 大分県 大分県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 24

45 宮崎県 宮崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 22

46 鹿児島県 鹿児島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 15

47 沖縄県 沖縄県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 4
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ホームページ
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No クラブ名 市区町村 クラブホームページ等（URL）

1 一般社団法人中央区地域スポーツクラブ大江戸月島 中央区 http://chuo-sports.com/

2 港区総合型地域スポーツ・文化クラブ六本木 港区
https://kouiki-sports-tokyo.jp/club/港区総合型地域ス
ポーツ・文化クラブ六本木

3 新宿チャレンジスポーツ文化クラブ 新宿区 http://www.challespo.net/

4 特定非営利活動法人スポーツドアあずま 墨田区 http://www.sd-azuma.com/

5 東陽・木場地域スポーツクラブ 江東区 http://www.tk-sc.net/

6 特定非営利活動法人スポルテ目黒 目黒区 https://sporte-meguro.com/

7
特定非営利活動法人
地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット

大田区 http://www.p-foot.jp

8 特定非営利活動法人大田ウェルネスクラブ 大田区 http://www.mmjp.or.jp/ohta-wellness/

9 一般社団法人Sports Design Lab 大田区 http://sportsdesignlab.com/

10 東深沢スポーツ・文化クラブ 世田谷区 http://hfscc.jp

11 烏山スポーツクラブユニオン 世田谷区 http://karasuyama-scu.com

12 一般社団法人渋谷ほんまちクラブ 渋谷区 http://www.shibu-hon.com/

13 クラブ１２３荻窪 杉並区 https://kouiki-sports-tokyo.jp/club/クラブ123荻窪

14
特定非営利活動法人　地域総合型　椎の美スポーツク
ラブ

豊島区
https://kouiki-sports-tokyo.jp/club/NPO法人　地域総合型
椎の美スポーツクラブ

15 特定非営利活動法人れっど・しゃっふる 北区 http://www.red-s.net/

16 南千住スポーツクラブ 荒川区 http://minasentfc.cocolog-nifty.com/

17 特定非営利活動法人志村スポーツクラブ・プリムラ 板橋区 https://www.sscprimula.org/

18 特定非営利活動法人コミュニティネットSSC大泉 練馬区 http://nerimassc.gr.jp/sscoizum/

19 特定非営利活動法人スポーツクラブホワイエ上石神井 練馬区 http://nerimassc.gr.jp/ssckami/

東京都新宿区霞ヶ丘町4-2　東京都体育協会内

（03）6804-8121

sc-tokyo@tokyo-sports.or.jp

http://www.tokyo-sports.or.jp/
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総合型地域スポーツクラブ東京都協議会



20 KITクラブ２１ 足立区 https://sites.google.com/view/kitclub21

21 特定非営利活動法人こやのエンジョイくらぶ 葛飾区 http://koyano-ec.jimusho.jp/

22 一般社団法人オール水元スポーツクラブ 葛飾区 http://all-mizumoto-sc.jp/

23 一般社団法人清新JAC 江戸川区 http://seishinjac.jp

24 一般社団法人東京２３スポーツクラブ 江戸川区 https://23fc.tokyo/

25 一般社団法人MUCHU 江戸川区 https://muchujin.or.jp/about

26 八王子市陶鎔地区スポーツクラブ 八王子市
ttps://kouiki-sports-tokyo.jp/club/八王子市陶鎔地区ス
ポーツクラブ

27 三鷹市ベッセルスポーツクラブ 三鷹市
ttps://kouiki-sports-tokyo.jp/club/三鷹市ベッセルスポー
ツクラブ

28 特定非営利活動法人調和SHC倶楽部 調布市 http://npo-chowashc.jp/

29 特定非営利活動法人スポーツ塾J.VIC 町田市 http://japan-victory.com

30 特定非営利活動法人黄金井倶楽部 小金井市 http://koganei-club.com

31 一般社団法人平山台文化スポーツクラブ 日野市 http://hbsc.sakura.ne.jp

32 こくぶんじ地域クラブ 国分寺市 ttps://kouiki-sports-tokyo.jp/club/こくぶんじ地域クラブ

33 くにたちエール 国立市 https://www.c-sqr.net/c/kunitachi_yell

34 地域スポーツクラブ　はぴねすまいる東大和 東大和市
ttps://kouiki-sports-tokyo.jp/club/地域スポーツクラブ　は
ぴねすまいる東大和

35 一般社団法人はむら総合型スポーツクラブはむすぽ 羽村市 https://hamu-spo1.sakura.ne.jp/WP/

36 一般社団法人あきる野総合スポーツクラブ あきる野市 https://www.asport.jp.net

37
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

西東京市 http://nishiharasc.wix.com/nisc

38
日の出町総合型地域スポーツ・文化クラブ
「ひのでまちくらぶ」

日の出町
ttps://kouiki-sports-tokyo.jp/club/日の出町総合型地域ス
ポーツ・文化クラブ「ひのでまちくらぶ」

地域スポーツクラブが大好きなペンギン兄妹の

「チッキー」と「クラちゃん」です！

東京都の地域スポーツクラブを応援しています！

これからもよろしくお願いします！



令和４年度総合型クラブ登録・認証制度　地域区分別（色区分）

]

奥多摩町

檜原村
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千代田区

文京区

新宿区
(1)

豊島区
(1)

青梅市

区部第３ブロック／１０クラブ

区部第２ブロック／９クラブ

多摩第２ブロック／５クラブ

区部第１ブロック／６クラブ

多摩第３ブロック／３クラブ

多摩第１ブロック／５クラブ


