
平成26年度　JPSF　登録団体一覧表
平成26年12月26日現在

注：新規登録団体は以下の団体名、及び団体名略称は使用できません。

No. 地域連盟 ｸﾗﾌﾞNo 団体名 団体名略称 所在地

1 0201 青森県障害者水泳連盟 青森SC 青森県

2 0301 岩手県障害者水泳協会 ドルフィンズ岩手 岩手県

3 0401 仙台チャレンジ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 仙台チャレンジ 仙台市

4 0501 秋田県障害者水泳協会 秋田ブリコＳＣ 秋田県

5 0601 チェリースイマーズ クラブ 山形チェリーＳＣ 山形県

6 0101 北海道身体障害者 ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道身障ＳＣ 北海道

7 0801 ＤＯ Ｓwimming Ｃlub 茨城ＤＯＳＣ 茨城県

8 0901 栃木とびうお 栃木とびうお 栃木県

9 1001 群馬障害者水泳協会 群馬障害水泳協会 群馬県

10 1202 千葉ミラクルズＳＣ 千葉ミラクルズ 千葉県

11 1301 トリトン スイミング クラブ 東京トリトン 東京都

12 1302 東京ラッコ 東京ラッコ 東京都

13 1305 東京 フォーティーシー 東京４ＴＣ 東京都

14 1311 東日本電信電話株式会社 ＮＴＴ東日本 東京都

15 1312 東京ＤＡＣ 東京ＤＡＣ 東京都

16 1314 ＧＯＬＤＷＩＮ ＧＯＬＤＷＩＮ 東京都

17 1317 コロプラスト株式会社 コロプラスト 東京都

18 1318 東京ガス 東京ガス 滋賀県

19 1319 株式会社NTTドコモ NTTドコモ 東京都

20 1320 MINEMURA ParaSwimming Squad,Tokyo 峰村PSS東京 東京都

21 1401 横浜ドリーマー ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 横浜ドリーマー 神奈川県

22 1402 まんぼうサガミ まんぼうサガミ 相模原市

23 1404 横浜 Ｕ'７ 横浜 Ｕ'７ 横浜市

24 1407 宮前ドルフィン 宮前ドルフィン 川崎市

25 1409 川崎水泳協会 川崎水協 川崎市

26 1501 Will Speed Niigata Will Speed 新潟 新潟市

27 2001 長野県障害者水泳連盟 長野 ＳＳＣ 長野県

28 2201 静岡県身体障害者水泳連盟 静岡友泳会 静岡県

29 2202 静岡 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 静岡ぱしどる 静岡県

30 2102 アクトス アクトス 岐阜県

31 2104 Swimming Team　岐阜ＧＵＳＨ 岐阜ＧＵＳＨ 岐阜県

32 2105 岐阜西スポーツクラブ 岐阜西ＳＣ 岐阜県

33 2203 ぺんぎん村水泳教室 浜松ぺんぎん村 浜松市

34 2301 岡崎竜城 スイミング クラブ 岡崎竜城 ＳＣ 愛知県

35 2304 ｽﾎﾟｰﾂ ｸﾗﾌﾞＮＡＳサンマルシェ 愛知 NAS ｻﾝﾏﾙｼｪ 名古屋市

36 2305 デンソー太陽　ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 愛知ﾃﾞﾝｿｰ太陽SC 愛知県

37 2308 障がい者水泳　ぴぃーす　ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ ぴぃーすＳＣ 愛知県

38 2309 泳鬼会 泳鬼会 名古屋市

39 1801 NPO法人　ブレイヴ・ドルフィンズ福井 ブレイヴ福井 福井県
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40 2601 京都障害者水泳 クラブ 京都 ＳＣ 京都市

41 2502 滋賀友泳会 滋賀友泳会 滋賀県

42 2604 シグマクシス シグマクシス 京都市

43 2701 大阪およごう会 大阪およごう会 大阪市

44 2702 大阪シーホースＳＣ 大阪シーホース 奈良県

45 2801 神戸楽泳会 神戸楽泳会 神戸市

46 2802 兵庫県身体障害者水泳連盟 兵庫 ＳＣ 兵庫県

47 2804 光都スポーツクラブ 光都ＳＣ 兵庫県

48 2901 奈良身体障害者水泳クラブ 奈良フレンズ 奈良県

49 3003 パルポート彩の台 パル彩の台 和歌山県

50 3201 島根県障害者水泳クラブ 島根あご ＳＣ 島根県

51 3401 水泳同好会　ドルフィン 広島ドルフィン 広島市

52 3601 マーメイド徳島 マーメイド徳島 徳島県

53 3701 さぬきスイマーズ クラブ さぬきスイマーズ 香川県

54 3801 伊予かんえい会 伊予かんえい会 愛媛県

55 4002 北九州健泳会 北九州健泳会 北九州市

56 4004 福岡 ｸﾛｰﾊﾞｰ ｼｬｰｸ ＳＣ 福岡シャークＳＣ 福岡県

57 4005 福岡スイマーズ 福岡スイマーズ 福岡市

58 4007 ＫＳＧマキ　ミオーズ福岡 ＫＳＧ　マキ 福岡県

59 4008 ワンダー・フォー ワンダー・フォー 福岡県

60 4010 フェニックス　リゾート株式会社 宮崎シーガイア 宮崎県

61 4011 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｽｸｰﾙ　長住 ＢＳ長住 福岡市

62 4012 福岡 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ SC 福岡 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ SC 福岡県

63 4013 自由ヶ丘高等学校 自由ヶ丘高校 北九州市

64 4201 長崎 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 長崎ペンギンＳＣ 長崎県

65 4301 熊本 ﾎｴｰﾙｽﾞ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 熊本ホエールズ 熊本県

66 4402 ホンダアスリート　チーム ホンダアスリート 大分県

67 4405 大分県身体障がい者水泳クラブあすなろ 大分あすなろ 大分県

68 4406 ＮＰＯ法人　スマイス大分 スマイス大分 大分県

69 4502 西都 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 西都 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 宮崎県

70 4703 沖縄マーメイドクラブ 沖縄マーメイド 沖縄県

71 4704 寿デイサービス 寿デイサービス 沖縄県
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