
公益財団法人日本スポーツ協会

住所

TEL

メール

ホームページ

URL

予備登録

クラブ数

No クラブ名 市区町村 クラブホームページ等（URL）

1
特定非営利活動法人札幌オールカマースポーツ

倶楽部
札幌市 https://sasc-sapporo.jimdofree.com/

2
特定非営利活動法人　真駒内スポーツコミュニ

ティークラブ
札幌市 http://www.makomanaisc.com/

https://chsc.jp/

https://mobile.twitter.com/consasportsclub

4 さっぽろ運動あそびクラブ 札幌市 https://www.facebook.com/midorigaoka.ss/

http://jsc.hms.hht.ac.jp/

https://ja-jp.facebook.com/hhaa363600/

6 えにわ総合型スポーツクラブ 恵庭市 https://www.eniwa-taikyo.com/esc.html

7 特定非営利活動法人きたひろちょいスポ俱楽部 北広島市 http://www.choice-sports.net/

8 一般社団法人わくわくピース総合型クラブ 北広島市 https://www.facebook.com/0909pease

9 石狩市総合型地域スポーツクラブアクト 石狩市 http://www.act-sp.org

10 特定非営利活動法人ふれ・スポ・とうべつ 当別町 https://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/town/sportsclub/

https://yubaritaiikukyokai.wixsite.com/yubari-sportsclub

https://ja-jp.facebook.com/yubari.sportsclub/

12 特定非営利活動法人あ・りーさだ 夕張市 http://www.a-risada.com/

HP：　https://sldi.club

Instagram：　https://www.instagram.com/sportsclub.sldi/

Facebook
https://www.facebook.com/SportsLifeDesignIwamizawa/

14 美唄どんまいスポーツクラブ 美唄市

15 由仁スポーツクラブ 由仁町

16 一般社団法人N-link. 沼田町 https://ja-jp.facebook.com/people/一般社団法人-N-
link/100081195891586/

http://yoispo.net/

https://www.instagram.com/yoispo/

18 蘭越総合型地域スポーツクラブ　らんスポ 蘭越町

協議会事務局

北海道

総合型地域スポーツクラブ全国協議会

令和4年度予備登録クラブ（2022年11月1日～2023年10月31日）

名称

（略称等）

公益財団法人北海道スポーツ協会　総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1　北海道立総合体育センター内

011-820-1706

sougougata@hokkaido-sports.or.jp

https://hokkaido-sports.or.jp/

52クラブ

3 一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブ 札幌市

5 北海道ハイテクＡＣアカデミー 恵庭市

11 ユるっとゆうばりスポーツクラブ 夕張市

13 地域スポーツクラブSLDI 岩見沢市

17 特定非営利活動法人よいスポ 余市町
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19
総合型地域スポーツクラブＢａｙ　Ｗａｌｋ　Ｃ

ｏｍｍｕｎｉｔｙ　はこだて
函館市 https://www.facebook.com/総合型地域スポーツクラブ-

Bay-Walk-Community-はこだて-495497843798741/

20 総合型潮スポーツクラブ 函館市 https://ushiosportsclub.jimdofree.com/

21 一般社団法人ミスポはこだて 函館市 https://www.mispo.jp/

22 北斗スポーツクラブ 北斗市 http://hokuto-noss.net/

23
一般社団法人 総合型地域スポーツクラブ　とまこ

まい・あそび塾
苫小牧市 http://www.toma-asobijyuku.com/index.html

https://blog.goo.ne.jp/onispo/

https://www.facebook.com/TeDingFeiYingLiHuoDongFaRen
Onisupo

25 特定非営利活動法人アビースポーツクラブ 安平町 https://ab-sports-club.studio.site/

https://mukawa-move.com

https://www.instagram.com/npo_move/

https://grinpal.org/midorigaoka-sc/

https://www.facebook.com/midorigaokasportsclub/

https://asahikawa-sc.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=10005726461881
5

29 多寄スポーツクラブ 士別市

30 （一社）風連スポーツクラブ 名寄市 http://www.popo-sportsclub.com/

31 みなみふらの SHCクラブ　ゆっく 南富良野町 https://www.donkoro.com/

32 わっさむフレンドパーク 和寒町

33 特定非営利活動法人びふかスポーツクラブ 美深町 https://www.facebook.com/people/Npo法人びふかスポー
ツクラブ/100070852428082/

34 なかがわスポーツくらぶ 中川町 https://www.facebook.com/people/なかがわスポーツくらぶ
/100064870895289/

35 るもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」 留萌市

36 初山別総合型クラブ「楽すぽクラブ」 初山別村

37 特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ 枝幸町 https://www.emsc.npo-emsc.net/

38 特定非営利活動法人あばしりスポーツクラブ 網走市 http://www.npoasc.jp

39 びほろスポーツクラブBeet 美幌町 http://bsabeet.com

40 NPO法人緑ヶ丘スポーツクラブ 帯広市 https://www.facebook.com/midorigaokasc2013

41 特定非営利活動法人幕別札内スポーツクラブ 幕別町 http://satsunaisc.east-hokkaido.co.jp/

42 一般社団法人十勝総合型スポーツクラブ フーニ 幕別町 https://fu-ni.com/

43 特定非営利活動法人桜が丘ひぶなクラブ 釧路市

44 あかんスポーツクラブ 釧路市

https://triangle946.com/

https://ja-jp.facebook.com/triangle946.sc/

46 総合型スポーツクラブトレスタ 釧路市 https://toresuta.jp

45 とらいあんぐる946 釧路市

登別市特定非営利活動法人おにスポ24

26 特定非営利活動法人むーブ むかわ町

27 一般社団法人旭川緑が丘スポーツクラブ 旭川市

28 一般社団法人旭川東豊スポーツクラブ 旭川市
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47 摩周ふれあいスポーツクラブ 弟子屈町

48 釧路スポーツ＆カルチャークラブ 釧路町

49 ねむろコミュニティスポーツくらぶ 根室市

50 NPOなかしべつスポーツアカデミー 中標津町 http://npo-nsa.jp/

51 ＮＰＯ法人標津スポーツクラブすぽっと 標津町

Instagram： https://www.instagram.com/npo.rise/
Facebook：
https://www.facebook.com/profile.php?id=10006469092690
6
アメーバブログ：https://ameblo.jp/rausu-nporise

52 NPO法人羅臼スポーツクラブらいず 羅臼町
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