
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）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

加入数 ８7　クラブ

No クラブ名 市区町村 クラブホームページ等（URL）

1 鶴見スポーツ＆カルチャークラブ 横浜市

2 NPO法人　かながわクラブ 横浜市 http://www.kanagawaclub.com/

3 KAZＵ　SPORTS　CLUB 横浜市

4 はざわクラブ 横浜市 http://hazawaclub.web.fc2.com/

5 NPO法人　横浜かもめanimaクラブ 横浜市 http://park2.wakwak.com/~y-kamome-s.c/

6 まる倶楽部 横浜市 http://www.maruclub.net/

7 NPO法人　ライフネットスポーツクラブ 横浜市 http://www.lifenet-sc.com/index.html

8 NPO法人　横浜スポーツアンドカルチャークラブ 横浜市 http://www.yscc1986.net/

9 弘明寺くらぶ 横浜市 http://sports.geocities.jp/gumyoujiclub/

10 カンガルークラブ 横浜市 http://lsskangaroo.org/

11 新井中学校文化・スポーツクラブ 横浜市 http://youkosoascc.web.fc2.com/F2.htm

12 NPO法人　若葉台スポーツ・文化クラブ 横浜市 http://wakabadaivosc.sweethome.jp/club_outline.html

13 NPO法人　横濱ラグビーアカデミー 横浜市 http://www.yokohama-rugby.ac/

14 金沢スポーツクラブ 横浜市
http://blogs.yahoo.co.jp/kanazawa_sports_club/MYBLOG/profile
.html

15 やましたスポーツ・文化クラブ 横浜市

16 NPO法人　ＣＬＵＢ ＴＥＡＴＲＯ 横浜市 http://www.club-teatro.com/index.htm

17 くろがね倶楽部 横浜市

18 NPO法人　わくわく教室 横浜市 http://waku-waku.or.jp/

19 都筑スポーツプランナー竹の子会 横浜市 http://www.tsuzukisports.com/

20 クローバースポーツクラブ 横浜市 http://cloversports.web.fc2.com/

21 さかえスポーツくらぶ 横浜市 http://www6.ocn.ne.jp/~sakae-sc/

22 緑園スポーツ・文化クラブ 横浜市 http://www.ryokuen-rsc.gr.jp/

23 NPO葛野スポーツクラブ 横浜市 http://kuzuno-sportsclub.org/

24 一般社団法人横浜FC総合型地域スポーツクラブ 横浜市 http://www.yokohamafc-sc.com/

25 川中島総合型スポーツクラブ 川崎市 http://kawanakajima-ssc.jimdo.com/

26 幸総合型スポーツクラブＰＬＵＭ 川崎市

27 平間スポーツレクリエーションクラブ 川崎市

28 NPO法人　かわさきスポーツドリーマーズ 川崎市 http://ksd2010.web.fc2.com/index.html
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29 NPO法人　高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ 川崎市 http://takatsuself.com/

30 菅生スポーツ・コミュニティクラブ 川崎市 http://sugao-sports.jimdo.com/

31 NPO法人　中野島総合型スポーツクラブビルネ 川崎市

32 金程中学校区わ・わ・わ・クラブ 川崎市 https://sites.google.com/view/wawawaclub

33 中原元気クラブ 川崎市 http://nakahara-genki.com/

34 ファンズスポーツクラブ宮前 川崎市 http//www.funssports.com

35 馬堀スポーツクラブ 川崎市

36 NPO法人　横須賀シーガルズ・スポーツクラブ 横須賀市 http://www.yokosuka-seagulls.com/

37 ＮＰＯ法人　よこすか総合型地域スポーツクラブ 横須賀市 http://yokosuka-sports.jp/

38 NPO法人　湘南ルベントスポーツクラブ 横須賀市 http://www.luvento.jp/index.html

39 一般社団法人　善行・大越スポーツクラブ 鎌倉市 http://www.cityfujisawa.ne.jp/~zosc/

40 NPO法人　パシフィックビーチクラブ 藤沢市 http://www.pacificbeachclub.jp/index2.html

41 茅ヶ崎総合型スポーツクラブ“YOU悠” 茅ヶ崎市 http://www.chigasakiuu.com/

42 NPO法人　SUERTE 茅ヶ崎市 http://www.npo-suerte.net/

43 (財)逗子市体育協会スポーツクラブ「うみかぜクラブ」 茅ヶ崎市 http://www.zushi-taikyo.com/sportsclub.htm

44 NPO法人　スポーツクラブ１９９４ 逗子市 http://www.samukawa.com/index.html

45 寒川総合スポーツクラブ 平塚市 http://www.geocities.jp/ssc_aota/

46 ＮＰＯ法人　パーム・インターナショナル湘南 高座郡寒川町 http://palm-sportsclub.com/pisc/?p=2318

47 江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ 茅ヶ崎市 http://www.coco-bea.com/

48 NPO法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部 藤沢市 http://fujisawarugby.main.jp

49 三浦スポーツ&カルチャークラブ 藤沢市 http://miulove.hateblo.jp/

50 NPO法人　湘南ベルマーレスポーツクラブ 三浦市 http://www.bellmare.or.jp/

51 港スポーツクラブ 平塚市

52 NPO法人　Ｗ．Ｏ．Ｆ平塚総合型地域スポーツクラブ 平塚市 http://www.orewo.com/index.html

53 小田原フレンドリークラブ 平塚市 http://odawara-friendly.main.jp/

54 城下町スポーツクラブ 小田原市 http://www.jsc2008.net/

55 東海大学健康クラブ 小田原市 http://www.ihs.u-tokai.ac.jp/kenkouclub/index.html

56 NPO法人　AZスポーツクラブ 伊勢原市 http://www.az-sc.com/

57 NPO法人　大磯うみくらぶ 南足柄市 http://www.oisoumiclub.org/index.html

58 星槎湘南大磯総合型スポーツクラブ 中郡大磯町 http://www.seisa-shonanoisosc.jp/index2.html

59 星槎箱根仙石原総合型スポーツクラブ 足柄下郡箱根町 http://seisa-hakonesengokuharasc.jp

60 松田ゆいスポーツクラブ 足柄下郡箱根町 http://yui-supo.com/

61 一般社団法人　あすぽ 足柄上郡松田町 http://asupo1.com/

62 NPO法人　城山スポーツ＆カルチャークラブめいぷる 足柄上郡山北町 http://www.maple-s.org/

63 大沢FC総合型地域スポーツクラブ 相模原市

64 NPO法人　相模原フットボールクラブ 相模原市 https://sagamihara-fc.jimdo.com/

65 NPO法人　ＦＣコラソン 相模原市 http://www.fc-coracao.com/wp/top/

66 総合型地域まちづくり文化スポーツクラブ 相模原市

67 NPO法人　ＳＲＣ（スポーツレクリエーションコミュニティ） 相模原市
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68 やんちゃるジム 相模原市 http://yantyaru2000.html.xdomain.jp/index.html

69 NPO法人　ミハタ 相模原市 http://www.tmihata-npo.mihata.or.jp

70 あそべーる大沼クラブ 相模原市 http://asobe-luonumaclub.jimdo.com/

71 相模原ライズ・アスリート・クラブ 相模原市 http://www.sagamihara-rise.com

72 NPO法人　Ｖｉｄａスポーツクラブいさま 相模原市 http://www.vidafan.net/

73 NPO法人　綾瀬スポーツコミュニティ 座間市 http://www.h5.dion.ne.jp/~ayase-fc/

74 一般社団法人　愛川ウエルネスネットワーク 綾瀬市 http://aikawa-wellness.net/

75 NPO法人　きよかわアウトドアスポーツクラブ 愛甲郡愛川町 http://www8.plala.or.jp/kvcchp/

76 相模原スポーツアカデミー（ＳＳＡ） 愛甲郡清川町 http://ssa-website.p2.weblife.me/

77 一般社団法人SCDスポーツクラブ 相模原市 http://scd-school.com

78 NPO法人　おおねスポーツコミュニティ 厚木市 http://one-sc.com/

79 伊勢原・ふれすぽ 秦野市 https://i-fulesupo.jimdo.com/

80 開成町総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 伊勢原市 http://kaisei-ssc.net/

81 ＮＰＯ法人 スポーツコミュニティ・シュート 足柄上郡開成町 http://www.shoot-jungle.org/

82 NPO法人トータルライフサポートクラブ 横浜市 http://www.npo-tlsc.org/

83 湘南シーホーススポーツクラブ 平塚市

84 ＮＰＯ法人ベーススポーツ 相模原市

85 大和スポーツクラブ 相模原市

86 NPO法人大和シルフィード・スポーツクラブ 大和市

87 やまとスポーツマネジメント設立準備会 大和市

事務局

住所

TEL

メール

ホームページ http://www.kanasponet.com/index.html

一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク

NPO法人　高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ

〒213-0011　神奈川県川崎市高津区久本3‐11‐2　川崎市立高津中学校内

044‐833‐2555

hayashi@gatem.info
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