
２０１９年度連盟クラブNO.
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クラブ№００１ 北見ジュニア体操クラブ 北海道 クラブ№０５９ 埼玉栄体操クラブ 埼玉県
クラブ№００２ おたる体操ジュニアクラブ 北海道 クラブ№０６０ 聖望学園体操クラブ 埼玉県
クラブ№００３ 北翔大学スポルクラブ 北海道 クラブ№０６１ 戸田市スポーツセンター 埼玉県
クラブ№００４ 札幌アルファ体操クラブ 北海道 クラブ№０６２ 友輪体操クラブ 埼玉県
クラブ№００５ 旭川エクセル体操クラブ 北海道 クラブ№０６３ 羽生体操クラブ 埼玉県
クラブ№００６ 蘭体操クラブ 北海道 クラブ№０６４ ベスク体操クラブ 埼玉県
クラブ№００７ ジュンスポーツクラブ 北海道 クラブ№０６５ 伊奈学園総合高校体操クラブ 埼玉県
クラブ№００８ 北翔クラブ 北海道 クラブ№０６６ サトエスポーツクラブ 埼玉県
クラブ№００９ レイズ体操クラブ 北海道 クラブ№０６７ 大井体操クラブ 埼玉県
クラブ№０１０ NPO法人オホーツクスポーツクラブ 北海道 クラブ№０６８ ナチュラルスポーツクラブ 埼玉県
クラブ№０１１ 北広島ジュニア体操クラブ 北海道 クラブ№０６９ トダーズ 埼玉県
クラブ№０１２ ALLES体操クラブ 北海道 クラブ№０７０ さいたまＪｒ体操クラブ 埼玉県
クラブ№０１３ はんざわ体操クラブ 北海道 クラブ№０７１ コナミスポーツクラブ 埼玉県
クラブ№０１４ シュピール体操クラブ釧路 北海道 クラブ№０７２ ＧＦ体操クラブ 埼玉県
クラブ№０１５ 青森山田体操クラブ 青森県 クラブ№０７３ セインツ体操クラブ 埼玉県
クラブ№０１６ アップルJr.体操クラブ 青森県 クラブ№０７４ 行田体操クラブ 埼玉県
クラブ№０１７ ソニアスポーツクラブ 青森県 クラブ№０７５ 埼玉県立ふじみ野高等学校 埼玉県
クラブ№０１８ アスリートクラブ 青森県 クラブ№０７６ ZERO体操クラブ 埼玉県
クラブ№０１９ 弘前学院聖愛クラブ 青森県 クラブ№０７７ 大宮南体操クラブ 埼玉県
クラブ№０２０ 盛岡南ジュニア体操クラブ 岩手県 クラブ№０７８ ジム・ヴィレッジ 埼玉県
クラブ№０２１ パレットスポーツクラブ 岩手県 クラブ№０７９ 花咲徳栄体操クラブ 埼玉県
クラブ№０２２ アクア体操クラブ 岩手県 クラブ№０８０ BRAVE体操クラブ 埼玉県
クラブ№０２３ 仙台スピン体操クラブ 宮城県 クラブ№０８１ 健伸スポーツクラブ 千葉県
クラブ№０２４ 仙台ジュニア体育研究所 宮城県 クラブ№０８２ 佐原ジュニア体操クラブ 千葉県
クラブ№０２５ 常盤木学園体操クラブ 宮城県 クラブ№０８３ フジスポーツクラブ 千葉県
クラブ№０２６ 明成高校体操クラブ 宮城県 クラブ№０８４ 市立船橋高校体操クラブ 千葉県
クラブ№０２７ 能代高校体操クラブ 秋田県 クラブ№０８５ 船橋ジュニア体操クラブ 千葉県
クラブ№０２８ 庄内総合体操クラブ 山形県 クラブ№０８６ 習志野高校体操クラブ 千葉県
クラブ№０２９ 酒田中央体操クラブ 山形県 クラブ№０８７ せいとく体操クラブ 千葉県
クラブ№０３０ 立川体操クラブ 山形県 クラブ№０８８ JGC 千葉県
クラブ№０３１ オリオンスポーツクラブ庄内 山形県 クラブ№０８９ 昭和学院体操クラブ 千葉県
クラブ№０３２ アテネ体操クラブ 山形県 クラブ№０９０ 銚子カモメクラブ 千葉県
クラブ№０３３ いわきラビット体操クラブ 福島県 クラブ№０９１ 習志野ジュニア体操クラブ 千葉県
クラブ№０３４ 東日本国際大学附属昌平高校体操クラブ 福島県 クラブ№０９２ 千葉工業高校体操クラブ 千葉県
クラブ№０３５ MTGC 茨城県 クラブ№０９３ 市船ジュニア 千葉県
クラブ№０３６ 牛久ジュニア体操クラブ 茨城県 クラブ№０９４ 栗原体操クラブ 千葉県
クラブ№０３７ ときわクラブ 茨城県 クラブ№０９５ クボキ体操クラブ 千葉県
クラブ№０３８ ＮＥＯ ＷＩＮＤＳ 茨城県 クラブ№０９６ しろいわ体操クラブ 千葉県
クラブ№０３９ 神栖市ジュニア体操スポーツ少年団 茨城県 クラブ№０９７ ネクスト体操クラブ 千葉県
クラブ№０４０ 勝田ジュニア体操クラブ 茨城県 クラブ№０９８ 銚子商業高校体操クラブ 千葉県
クラブ№０４１ 滑川スポーツクラブ 茨城県 クラブ№０９９ 朝日生命体操クラブ 東京都
クラブ№０４２ 鹿沼ジュニア体操クラブ 栃木県 クラブ№１００ ＡＧスクール 東京都
クラブ№０４３ オリオンスポーツクラブ 栃木県 クラブ№１０１ 大泉スワロー体育クラブ 東京都
クラブ№０４４ 塩谷体操クラブ 栃木県 クラブ№１０２ 品川クラブ 東京都
クラブ№０４５ 渡良瀬体操クラブ 栃木県 クラブ№１０３ 高島平体操教室 東京都
クラブ№０４６ ドッペルクラブ 栃木県 クラブ№１０４ 池上スポーツクラブ 東京都
クラブ№０４７ あしかが体操クラブ 栃木県 クラブ№１０５ セントラルスポーツ 東京都
クラブ№０４８ 小野体操クラブ 栃木県 クラブ№１０６ 三菱養和体操スクール 東京都
クラブ№０４９ 作新クラブ 栃木県 クラブ№１０７ 池谷幸雄体操倶楽部 東京都
クラブ№０５０ アイハラ体操クラブ 群馬県 クラブ№１０８ 深川ＶＩＰ体操クラブ 東京都
クラブ№０５１ ＮＰＯ法人タケダ体操クラブ 群馬県 クラブ№１０９ 遊心スポーツクラブ 東京都
クラブ№０５２ 高工クラブ 群馬県 クラブ№１１０ 八王子体操クラブ 東京都
クラブ№０５３ 群馬ジュニアスポーツクラブ 群馬県 クラブ№１１１ 都立駒場高校体操クラブ 東京都
クラブ№０５４ シコンスポーツクラブ 群馬県 クラブ№１１２ コナミスポーツジュニアスクール西葛西 東京都
クラブ№０５５ さくらいスポーツクラブ 群馬県 クラブ№１１３ 駒澤大学高等学校体操クラブ 東京都
クラブ№０５６ 馬先生体操教室 群馬県 クラブ№１１４ 日工大駒場クラブ 東京都
クラブ№０５７ 煌体操クラブ 群馬県 クラブ№１１５ バディスポーツクラブ 東京都
クラブ№０５８ 大宮東体操クラブ 埼玉県 クラブ№１１６ 日体大桜華高校体操クラブ 東京都
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クラブ№１１７ コナミスポーツクラブ西新井 東京都 クラブ№１７５ 笠松体操クラブ 愛知県
クラブ№１１８ 相模体操クラブ 神奈川県 クラブ№１７６ サンスポーツクラブ竜城体操 愛知県
クラブ№１１９ コナミスポーツクラブ海老名 神奈川県 クラブ№１７７ レジックスポーツ 愛知県
クラブ№１２０ SRC体操クラブ 神奈川県 クラブ№１７８ ならわ体操クラブ 愛知県
クラブ№１２１ 鶴見ジュニア体操クラブ 神奈川県 クラブ№１７９ 中京ジムナスティッククラブ 愛知県
クラブ№１２２ よこはまＹＳＭＣ体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８０ 名城大学附属高校体操クラブ 愛知県
クラブ№１２３ とらい体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８１ 石田体操クラブ 愛知県
クラブ№１２４ Ｉｔ’ｓ体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８２ NPO法人アニマル体操クラブ 愛知県
クラブ№１２５ 湘南とびうお体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８３ レジックスポーツ楠 愛知県
クラブ№１２６ 慶應三田体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８４ キッズワールド中国体操クラブ 愛知県
クラブ№１２７ ジョイスポーツクラブ相模原 神奈川県 クラブ№１８５ チャレンジ体操クラブ 愛知県
クラブ№１２８ 林体操教室 神奈川県 クラブ№１８６ 知多ドリーム体操クラブ 愛知県
クラブ№１２９ 藤沢翔陵高校体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８７ 東海ウイング体操クラブ 愛知県
クラブ№１３０ 徳洲会体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８８ 四日市体操クラブ 三重県
クラブ№１３１ 法政二高体操クラブ 神奈川県 クラブ№１８９ 久居体操クラブ 三重県
クラブ№１３２ 米田　功体操クラブ 神奈川県 クラブ№１９０ 相好体操クラブ 三重県
クラブ№１３３ FLIP体操クラブ　平塚 神奈川県 クラブ№１９１ 相好・暁クラブ 三重県
クラブ№１３４ 東海大学湘南体操アカデミー 神奈川県 クラブ№１９２ 久居高校体操クラブ 三重県
クラブ№１３５ 荏田高校体操クラブ 神奈川県 クラブ№１９３ 岐阜スタンツ教室 岐阜県
クラブ№１３６ TGC 神奈川県 クラブ№１９４ 多治見ジュニア体操クラブ 岐阜県
クラブ№１３７ エムズ体操クラブ 神奈川県 クラブ№１９５ 中津川体操クラブ 岐阜県
クラブ№１３８ 日大日吉体操クラブ 神奈川県 クラブ№１９６ ゼウス体操クラブ 岐阜県
クラブ№１３９ Mizutori Sports Club 神奈川県 クラブ№１９７ SEINO.GYM 岐阜県
クラブ№１４０ 湘南Gymnastics 神奈川県 クラブ№１９８ 郡上八幡体操クラブ 岐阜県
クラブ№１４１ 横須賀岩戸体操クラブ 神奈川県 クラブ№１９９ 岐阜東ジュニア体操クラブ 岐阜県
クラブ№１４２ Cartwheel Gymnastics 神奈川県 クラブ№２００ 大垣共立銀行OKB体操クラブ 岐阜県
クラブ№１４３ 山梨ジュニア体操クラブ 山梨県 クラブ№２０１ ドリーム体操クラブ岐阜 岐阜県
クラブ№１４４ ヤクルト甲府体操クラブ 山梨県 クラブ№２０２ びわこクリーンジュニア体操クラブ 滋賀県
クラブ№１４５ ルーデンススポーツクラブ 山梨県 クラブ№２０３ 八日市ウイーズ体操クラブ 滋賀県
クラブ№１４６ アストリースポーツクラブ 山梨県 クラブ№２０４ ガイム体操クラブ 滋賀県
クラブ№１４７ 美Spirit 山梨県 クラブ№２０５ Fantasia Square 体操スクール 滋賀県
クラブ№１４８ 分水体操会 新潟県 クラブ№２０６ K.R.M体操センター 滋賀県
クラブ№１４９ ジムナスティック新潟 新潟県 クラブ№２０７ 栗東体操クラブ 滋賀県
クラブ№１５０ 加茂体操クラブ 新潟県 クラブ№２０８ 京都ジャンピング体操クラブ 京都府
クラブ№１５１ レインボージムナスティックス大潟 新潟県 クラブ№２０９ 京都スイトピア体操クラブ 京都府
クラブ№１５２ 長岡ジュニア体操クラブ 新潟県 クラブ№２１０ 洛南クラブ 京都府
クラブ№１５３ 長岡クラブ 新潟県 クラブ№２１１ ディナモ体操クラブ 京都府
クラブ№１５４ ＮＰＩＣ体操クラブ 長野県 クラブ№２１２ コロコロ体操クラブ 京都府
クラブ№１５５ ジム・ネット体操教室 長野県 クラブ№２１３ ファイブＭ 京都府
クラブ№１５６ 長野東クラブ 長野県 クラブ№２１４ 長岡体操クラブ 京都府
クラブ№１５７ 富山体操クラブ 富山県 クラブ№２１５ Ｓｔ．Agnes 京都府
クラブ№１５８ Seed体操クラブ 富山県 クラブ№２１６ ムーヴ体操クラブ 京都府
クラブ№１５９ 金沢ジュニア体操クラブ 石川県 クラブ№２１７ 向陽体操クラブ 京都府
クラブ№１６０ Ｋ’Ｓ体操クラブ 石川県 クラブ№２１８ 大阪体操クラブ 大阪府
クラブ№１６１ 鳥越ジュニア体操教室 石川県 クラブ№２１９ 大阪青山体操クラブ 大阪府
クラブ№１６２ 加賀市体操教室 石川県 クラブ№２２０ 清風体操クラブ 大阪府
クラブ№１６３ 中能登ジュニア体操クラブ 石川県 クラブ№２２１ なんば体操クラブ 大阪府
クラブ№１６４ 越前体操クラブ 福井県 クラブ№２２２ 箕面スポーツクラブ 大阪府
クラブ№１６５ 鯖江体操スクール 福井県 クラブ№２２３ アクバススポーツクラブ 大阪府
クラブ№１６６ 水鳥体操館 静岡県 クラブ№２２４ 太成学院体操クラブ 大阪府
クラブ№１６７ ジムナスティック・フジ・オクダ 静岡県 クラブ№２２５ 四天王寺スポーツクラブ 大阪府
クラブ№１６８ 浜松城北体操クラブ 静岡県 クラブ№２２６ マック体操クラブ 大阪府
クラブ№１６９ 清水ペガサス体操クラブ 静岡県 クラブ№２２７ 大阪信愛クラブ 大阪府
クラブ№１７０ ジュニアスポーツクラブ・フィール 静岡県 クラブ№２２８ 東大阪体操クラブ 大阪府
クラブ№１７１ Aucuba体操クラブ 静岡県 クラブ№２２９ リベラル体操クラブ 大阪府
クラブ№１７２ SSUｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ磐田 静岡県 クラブ№２３０ トップスポーツクラブ 大阪府
クラブ№１７３ 久米体操クラブ 静岡県 クラブ№２３１ ＧＧＳクラブ 大阪府
クラブ№１７４ アイム体操クラブ 静岡県 クラブ№２３２ スカイ体操クラブ 大阪府
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クラブ№２３３ トミオカ体操クラブ 大阪府 クラブ№２９１ 新田クラブ 愛媛県
クラブ№２３４ 玉川体操クラブ 大阪府 クラブ№２９２ FLY体操クラブ 愛媛県
クラブ№２３５ 羽衣体操クラブ 大阪府 クラブ№２９３ 南国ジュニア体操クラブ 高知県
クラブ№２３６ スペック体育クラブ 大阪府 クラブ№２９４ グリーンカレッジ体操教室 福岡県
クラブ№２３７ シロマスポーツクラブ 大阪府 クラブ№２９５ 北九州Ｊｒ．体操クラブ 福岡県
クラブ№２３８ みずふね体操クラブ 大阪府 クラブ№２９６ リバティ体操クラブ 福岡県
クラブ№２３９ 茨木スポーツクラブ 大阪府 クラブ№２９７ 髙山体操クラブ 福岡県
クラブ№２４０ ヴォラーレ体操クラブ 大阪府 クラブ№２９８ 久留米ラビット体操クラブ 福岡県
クラブ№２４１ 樟蔭体操クラブ 大阪府 クラブ№２９９ WISH体操クラブ 福岡県
クラブ№２４２ アインス体操クラブ 大阪府 クラブ№３００ 自由ケ丘高校体操クラブ 福岡県
クラブ№２４３ 尼崎体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０１ 鳥栖体操クラブ 佐賀県
クラブ№２４４ ＫＧＣ体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０２ 鳥栖高クラブ 佐賀県
クラブ№２４５ 夙川高等学校体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０３ ドリーム体操クラブ 長崎県
クラブ№２４６ 武庫川体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０４ スポーツクラブ内村 長崎県
クラブ№２４７ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵庫県 クラブ№３０５ 創成館クラブ 長崎県
クラブ№２４８ 須磨ジュニア体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０６ 鎮西学院高校体操クラブ 長崎県
クラブ№２４９ 姫商ジュニア体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０７ ヒラキダ体操クラブ 長崎県
クラブ№２５０ 神戸ジュニア体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０８ 有明体操クラブ 熊本県
クラブ№２５１ 市立尼崎高校体操クラブ 兵庫県 クラブ№３０９ 大分クラブ 大分県
クラブ№２５２ 報徳学園 兵庫県 クラブ№３１０ 宮崎ジムナスティックスクラブ 宮崎県
クラブ№２５３ レックス体操クラブ 兵庫県 クラブ№３１１ 延岡さくら体操教室 宮崎県
クラブ№２５４ スペース姫路体操クラブ 兵庫県 クラブ№３１２ 酒井体操クラブ 宮崎県
クラブ№２５５ 姫路アドバン体操クラブ 兵庫県 クラブ№３１３ れいめいクラブ 鹿児島県

クラブ№２５６ 明石体操教室 兵庫県 クラブ№３１４ 出水体操クラブ 鹿児島県

クラブ№２５７ 市立伊丹高等学校ジュニア体操クラブ 兵庫県 クラブ№３１５ Ramona体操クラブ 鹿児島県

クラブ№２５８ マックスポーツ加古川 兵庫県 クラブ№３１６ TEAM鹿児島 鹿児島県

クラブ№２５９ ハート体操クラブ 兵庫県
クラブ№２６０ エル・ポート体操クラブ 兵庫県
クラブ№２６１ Airborn Sports Club 兵庫県
クラブ№２６２ 加古川体操クラブ 兵庫県
クラブ№２６３ ガンバ体操クラブ 奈良県
クラブ№２６４ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山県

クラブ№２６５ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山県

クラブ№２６６ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山県

クラブ№２６７ 和歌山北高校体操クラブ 和歌山県

クラブ№２６８ 浜田体操クラブ 島根県
クラブ№２６９ 加茂体操スポーツ少年団 岡山県
クラブ№２７０ 山陽クラブ 岡山県
クラブ№２７１ 関西 岡山県
クラブ№２７２ おかやまジュニア体操スクール 岡山県
クラブ№２７３ なでしこｊｒ体操クラブ 岡山県
クラブ№２７４ 福田体操クラブ 岡山県
クラブ№２７５ コナミスポーツクラブ岡山 岡山県
クラブ№２７６ ジャンピング体操クラブ 広島県
クラブ№２７７ 広島崇徳体操クラブ 広島県
クラブ№２７８ ｙｇｃＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 広島県
クラブ№２７９ マーブルひろしま体操クラブ 広島県
クラブ№２８０ アールスポーツクラブ 広島県
クラブ№２８１ 成美ジムクラブ 広島県
クラブ№２８２ 千代田ＧＹＭ＆ＳＰＯＲＴＳ 広島県
クラブ№２８３ Golden Kids 広島県
クラブ№２８４ 藤井体操クラブ 香川県
クラブ№２８５ 高松中央高等学校体操クラブ 香川県
クラブ№２８６ Fan体操クラブ 香川県
クラブ№２８７ 徳島体操クラブ 徳島県
クラブ№２８８ LIFE体操クラブ 徳島県
クラブ№２８９ 牟岐体操クラブ 徳島県
クラブ№２９０ スポーツクラブアピア 愛媛県


