
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 ６７　クラブ

No クラブ名 市区町村 クラブホームページ等（URL）

1 一般社団法人浅間嶺スポーツクラブ 小諸市 https://asamanesc.xsrv.jp/wp/

2 ＮＰＯ法人もちづき総合型クラブ 佐久市 https://www.mochizukiclub.jp/

3 岸野スポーツクラブ 佐久市 https://mobile.twitter.com/kscazu

4 スポーツシューレ小海AGGREGATO 小海町・南相木村・北相木村

5 ＮＰＯ法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ 軽井沢町 http://www.karuizawaclub.ne.jp/

6 ＮＰＯ法人あさまハイランドスポーツクラブ 御代田町 http://www.asamahlsportsclub.jp/

7 総合型地域スポーツクラブ身体能力活性化広場倶楽部ｆｕｎ（樂） 御代田町 http://www.clubfun-pawapojikun.com/

8 ＮＰＯ法人さなだスポーツクラブ 上田市 https://sanada-sc.gicz.tokyo/

9 ＮＰＯ法人うえだ総合型地域スポーツクラブＵＳＣ 上田市 http://www.club-usc.com/

10 オヤジ改造倶楽部 上田市 http://www.oyaji-kaizou.jpn.org/

11 ＮＰＯ法人うえだミックスポーツクラブ 上田市 http://www.u-mixsports.com/

12 ながわスポーツクラブ 長和町

13 やまびこクラブ 岡谷市

14 諏訪市ペタンククラブ 諏訪市

15 茅野市蓼科高原スポーツクラブ 茅野市 http://nefa2.xsrv.jp/tks/

16 富士見町地域スポーツクラブ 富士見町

17 伊那市総合型地域スポーツクラブ 伊那市 http://inasougo.com/

18 ＮＰＯ法人リュシオスポーツクラブ 辰野町 https://lucio-tatsuno.com/

19 飯島町総合型スポーツクラブ 飯島町

20 ＮＰＯ法人南箕輪わくわくクラブ 南箕輪村 http://www.wakuclub.sakura.ne.jp/

21 高陵わくわくクラブ 飯田市

22 羽場文化･スポーツクラブ 飯田市

23 ＮＰＯ法人南信州クラブ 飯田市 http://minamishinshuclub.org/

24 柿の里Ｓ．Ｃクラブ 高森町

25 特定非営利活動法人チャレンジゆうAchi 阿智村 https://www.vill.achi.lg.jp/site/tyarennzi/

26 下條文化スポーツ総合クラブ 下條村

27 一般社団法人たかぎスポーツクラブ 喬木村 http://takagi-sportsclub.jimdo.com/

28 ＮＰＯ法人とよおか総合型地域スポーツクラブ 豊丘村 http://www.toyooka-sports.com/

29 大鹿村総合型地域スポーツクラブ 大鹿村

30 一般社団法人木曽ひのきっ子ゆうゆうクラブ 上松町 https://www.facebook.com/agematsuyuyuclub

31 NPO法人なぎそチャレンジクラブ 南木曽町 https://ja-jp.facebook.com/nagiso.challenge

32 おうたき総合型地域スポーツクラブ 王滝村

33 ＮＰＯ法人松本山雅スポーツクラブ 松本市 https://yamaga-sportsclub.com/

34 丸ノ内スポーツクラブ 松本市

35 skIpまつもと 松本市 http://toybox-net.jp/skip/index.html

36 総合型クラブ　きらり鉢盛 松本市

37 クラブ はたっこ 松本市 https://sakshin81.wixsite.com/hatakko07

38 ＮＰＯ総合体操クラブＷｉｎｇ 松本市 http://npo-wing.com/

39 ＭＡＰ－Ｊスポーツクラブ 松本市 https://www.mapjfb.or.jp/

40 たかいで総合型地域スポーツクラブ 塩尻市 http://takaideflat.naganoblog.jp/

41 ＮＰＯ法人アンテロープアスレティッククラブ 塩尻市 https://antelope-sc.localinfo.jp/
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42 安曇野総合型地域スポーツクラブ　スポネット常念 安曇野市 https://suponet-jonen.r-cms.jp/

43 筑北スポーツクラブ 筑北村 http://chikuhoku-sports.or.jp/

44 ＮＰＯ法人ジムナスティック・ネットワーク 大町市 http://www4.plala.or.jp/gymnet/

45 大町スポーツクラブ 大町市

46 大かえで倶楽部 池田町

47 ＮＰＯ法人白馬総合型地域スポーツクラブ 白馬村 https://www.facebook.com/白馬総合型地域スポーツクラブ-174878529259263/

48 小谷村総合型地域スポーツクラブ 小谷村

49 ＮＰＯ法人長野スポーツコミュニティクラブ東北 長野市 http://www.ngn.janis.or.jp/~supocomi/

50 ゆたかのスポーツクラブ 長野市 http://yutakanosc.main.jp/

51 一般社団法人ながの北部スポーツクラブ 長野市 http://www.nh-sc.net/

52 塩崎スポーツクラブ 長野市 http://www.shiospo12.jp/

53 千曲アプリコットスポーツクラブ 千曲市

54 はつらつ千曲クラブ 千曲市

55 ＮＰＯ法人グリーンプレイスプロジェクト 千曲市

56 さかきスポーツ倶楽部 坂城町

57 スポーツクラブおぶせ 小布施町

58 高山村総合型スポーツクラブ 高山村 http://members.stvnet.home.ne.jp/highmountain/

59 この指とまれ☆しなの 信濃町 http://konoyubi-shinano.com/

60 いいづなスポーツクラブ 飯綱町

61 小川スポーツふれあいクラブ 小川村

62 中野スマイルスポーツクラブ 中野市

63 一般社団法人中野エスペランサスポーツクラブ 中野市 http://nakano-esperanza.com/

64 菜の花ＳＵＮクラブ 飯山市

65 enjoyふう太クラブ 木島平村

66 野沢温泉スキークラブ 野沢温泉村 http://www.nozawaskiclub.com/

67 さかえスポーツクラブ 栄村

※都道府県協議会規約に基づいて都道府県内（エリア別）に設置している協議会

No 協議会名 エリア ホームページ等（URL）

1 北信地区総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 長野県北信地区 http://www.pref.nagano.lg.jp/hokushinkyo/tayori/kyogikai.html

事務局

住所

TEL

メール

ホームページ http://www.pref.nagano.lg.jp/taiikucenter/index.html

長野県総合型クラブ連絡協議会

長野県総合型クラブ連絡協議会事務局（長野県体育センター）

〒390-1131　長野県松本市大字今井3443 長野県体育センター内

0263－86－0218

taiikucenter@pref.nagano.lg.jp
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