
総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC全国ネットワーク） 公益財団法人日本スポーツ協会

加入数 ９４　クラブ

No クラブ名 市区町村 クラブホームページ等（URL）

1 NPO法人ふぁいぶるクラブ白鶴 さいたま市 http://www.hakkaku.org/

2 NPO法人浦和スポーツクラブ さいたま市 http://www.urawasc.org/

3 さいたま市中央スポーツクラブ さいたま市

4 NPO法人さいたま市地域スポーツクラブ 遊 さいたま市 http://www.urawa-rs.com/

5 南区地域スポーツクラブ さいたま市

6 浦和こまばSC さいたま市

7 NPO法人浦和美園ＳＣＣ さいたま市 http://urawamisono-scc.com/

8 NPO法人総合型地域スポーツクラブ エバースポーツ さいたま市

9 Ｃｈｅｅｓｅ さいたま市 http://cheese.o.oo7.jp/

10 一般社団法人レッズランドスポーツクラブ さいたま市

11 NPO法人スポーツ・サンクチュアリ・川口 川口市 http://npo-sanctuary.jimdo.com/

12 NPO法人リリー・アスレチック・クラブ 川口市 http://lily-athletic-club.com/

13
NPO法人川口戸塚総合型地域スポーツクラブ「どりー

むらいふ」
川口市 http://www.dreamlife-kawaguchi.com

14 埼玉UNITEDフットボールクラブFESTA 川口市 http://fc-festa.oups.mobi/index.html

15 NPO法人フェアリースポーツクラブ 川口市 http://aventura.sc/

16 きゅぽらスポーツコミュニティ 川口市 http://www.cupolasports.com/

17 ふぁいぶる川口芝新町スポーツクラブ 川口市

18 総合型地域スポーツクラブBAGUS 川口市 http://www.bagus-sports.com/

19
NPO法人SCORE　総合型地域スポーツクラブ S

PROJECT F.C.
川口市 http://scorez.org/

20 NPO法人AC フツーロ 川口市

21 NPO法人鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ 鴻巣市 http://www.konosu-breath.jp/

22 笠原いきいきスポーツクラブ 鴻巣市

23
NPO法人彩の国さいたま総合型地域スポーツクラブ・

フォルテ
上尾市 http://studio-forte.info/

24 上尾東クラブ 上尾市 http://www.sakitama.or.jp/field/ageo_higashi/

25 NPO法人アイウィルスポーツクラブ 上尾市

26 総合型地域スポーツクラブ　すぱえもん 草加市 http://supaemon.wix.com/skrg

27 特定非営利活動法人わらびスポーツクラブ 蕨市 http://warabisports.com/

28 総合型地域スポーツクラブとだ 戸田市

29 NPO法人戸田スポーツクラブ 戸田市

30 NPO法人World Sports Family 戸田市 http://sportskazoku.com/
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31 NPO法人クラブしっきーず 志木市 http://shikkys.jimdo.com/

32 NPO法人NAKED HEART SPORTS 新座市 http://www.nakedheartsports.net/

33 NPO法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ 新座市

34 NPO法人ユニオンスポーツクラブ 桶川市 http://www.union2004.com/

35 桶川総合型地域スポーツクラブ　このゆびとまれ 桶川市

36 NPO法人あさひスポーツ・文化クラブ 北本市 http://www.ascc.jp

37 NPO法人さいたま山に親しむ会 北本市 http://www.saitama-mt.jp/

38 NPO法人伊奈総合型地域スポーツクラブ 伊奈町

39 芳野スポーツクラブ 川越市

40 川越水上公園スポーツクラブ 川越市 http://www.parks.or.jp/kawagoe_fitness/

41 川越山田スポーツクラブ 川越市

42 ふくはらスポーツクラブ 川越市 https://fukuspo.wordpress.com/

43 Leam and Grow 所沢市

44 所沢市総合型地域スポーツクラブ 所沢市 http://club2000waseda.com

45 所沢ファルゴランテ 所沢市

46 飯能総合型地域スポーツクラブ 飯能市

47
一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカ

デミー
飯能市 https://hisa.world/index.html

48 NPO法人クラブラッキー 東松山市 http://www9.plala.or.jp/clublucky/

49 認定NPO法人東松山ペレーニアスポーツクラブ 東松山市 http://pelenia-sc.com/

50 NPO法人ふぁいぶる狭山スポーツクラブ 狭山市

51 一般社団法人JOLTIVA 入間市 http://www.joltivajryouth.wixsite.com/jo-footballdream

52 ＮＰＯ法人オエステエス 入間市 http://www.oeste-s.com/

53 NPO法人ウェル坂戸 坂戸市 http://well-kitasakado.org/

54 NPO法人コスモススポーツクラブ 鶴ヶ島市

55 ＮＰＯ法人ＺＯＯスポーツクラブ 日高市 http://zoo-sports.com/

56 一般社団法人ふじみ野ふぁいぶるクラブ ふじみ野市 http://fujimino-ssc.com

57 一般社団法人JAWS 毛呂山町

58 一般社団法人総合型地域スポーツクラブ絆 三芳町 http://kizuna-miyoshi.com/

59 嵐山ふぁいぶるクラブ 嵐山町 http://ranzanfivel5.web.fc2.com/

60 川島町総合型地域スポーツクラブ 川島町 https://kawajimasc.amebaownd.com/

61 NPO法人武蔵丘スポーツクラブ 吉見町 http://www.musashigaokasportsclub.jimdo.com/

62 吉見クラブ 吉見町

63 総合型地域スポーツクラブ スポ吉 吉見町 http://spokichi.jimdo.com/

64 ときがわ総合スポーツクラブ ときがわ町

65 NPO法人熊谷リリーズ☆ふぁいぶるクラブ 熊谷市 http://www007.upp.so-net.ne.jp/lilies/

66 NPO法人ピースふぁいぶるクラブ 熊谷市

67 NPO法人神流川スポーツクラブ 本庄市 http://www.k-sc.jp

68 本庄スマイルスポーツクラブ 本庄市
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69 一般社団法人深谷スポーツクラブ 深谷市 http://www.fukayasportsclub.org/

70 一般社団法人深谷スポーツ文化倶楽部 深谷市 http://fukaya-scc.org/

71 NPO法人秩父地域スポーツクラブ 秩父市

72 ちちぶＷＡあいわいクラブ 秩父市

73 NPO法人ふぁいぶるクラブおがのむてっぽう 小鹿野町 http://muteppou.exblog.jp/

74 NPO法人ゴールドルーツスポーツクラブ 上里町 http://www.gold-root.com

75 いきいき&わくわくエンジョイスポーツクラブ 行田市 http://www.ikiiki-zaidan.or.jp/

76 NPO法人埼玉KAZOスポーツクラブ 加須市 http://www.fckazo.jp

77 NPO法人ふぁいぶるクラブ春日部 春日部市 http://www.fivulclub.jp/

78 NPO法人MGスポーツ・春日部 春日部市 http://mgtaisou.konohashigure.com/

79 NPO法人春日部FM「かすかべフェルマータクラブ」 春日部市 http://genki365.net/gnkk23/mypage/index.php?gid=G0000056

80 一般社団法人1971春日部スポーツクラブ 春日部市

81 NPO法人グラスルーツスポーツクラブ 越谷市 http://footballnavi.jp/grassroots/

82 NPO法人スポーツコミュニティ久喜 久喜市 http://sports.geocities.jp/nposportskh/index.html

83 NPO法人ふくじゅ草 三郷市 http://www.fukujusou.jp/

84 わいわいクラブ 三郷市

85 エムズエイティワン 三郷市 http://www.ms81.org/misato

86 リ・ボーンはすだ総合型地域スポーツクラブ 蓮田市 http://rebornhasuda.com/

87 NPO法人クラブ幸手 幸手市 http://www.club-satte.org/

88 なまずの里クラブ 吉川市

89 篠津小総合クラブ 白岡市

90 NPO法人白岡Ｓｐｏｒｔ－Ｖｅｒｅｉｎ 白岡市 http://www.shiraokasc.com/

91 NPO法人ＳＨＩＲＡＯＫＡ K'sフットボールクラブ 白岡市 http://npo-ksfc.com/

92 総合型スポーツクラブみやしろ 宮代町 http://miyashirosc.strikingly.com

93 NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ 杉戸町 http://ameblo.jp/sugito-sports/

94 マッピー松伏 松伏町

※都道府県協議会規約に基づいて都道府県内（エリア別）に設置されている協議会

No 協議会名 エリア ホームページ等（URL）

1
さいたま市

総合型地域スポーツクラブ推進委員会

埼玉県

さいたま市内

事務局

住所

TEL

メール

ホームページ

法人彩の国SCネットワーク

http://sainokuni-sc.net/

NPO法人浦和スポーツクラブ

〒330-0072　埼玉県さいたま市浦和区領家4⁻5‐6　石塚ビル2階

048-887-7140

info@sainokuni-sc.net
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