
2019年度団体名（略称）

種別 略称 種別 略称 種別 略称
団体会員 iBEXスポーツ 団体会員 ルネサンス浦和 学連 北海道大学
団体会員 JIN 団体会員 ルネサンス海老名 学連 北海学園大学
団体会員 OEC 団体会員 ルネサンス港南台 学連 北海商科大学
団体会員 SQ-CUBE PRO 団体会員 ルネサンス相模大野 学連 北海道情報専門学校
団体会員 SQ-CUBE札幌 団体会員 ルネサンス佐世保 学連 旭川教育大学
団体会員 SQ-CUBEさいたま 団体会員 ルネサンス札幌平岸 学連 天使大学
団体会員 SQ-CUBE横浜 団体会員 ルネサンス三軒茶屋 学連 藤女子大学
団体会員 SQMアカデミー 団体会員 ルネサンス住之江 学連 武蔵女子短期大学
団体会員 TAC 団体会員 ルネサンス水戸 学連 東北大学
団体会員 エスポ 団体会員 ルネサンス天王町 学連 宮城学院女子大学
団体会員 エルスポーツ京都 団体会員 ルネサンス東久留米 学連 東北医科薬科大学
団体会員 グローブライド 団体会員 ルネサンス尼崎 学連 東北学院大学
団体会員 コナミ恵比寿 団体会員 ルネサンス練馬高野台 学連 東北福祉大学
団体会員 グラン恵比寿 団体会員 ルネサンス蕨 学連 青山学院大学
団体会員 コナミ西宮 団体会員 ルネサンス 学連 学習院大学
団体会員 コナミ都賀 団体会員 フォーラス 学連 慶応義塾大学
団体会員 コナミ白石 団体会員 スパ白金 学連 順天堂大学
団体会員 サンワ 団体会員 T-make's 学連 専修大学
団体会員 ジスト和歌山 団体会員 UTC 学連 千葉工業大学
団体会員 スカッシュマジック 団体会員 HEAD Japan 学連 東海大学
団体会員 スプラッシュ 団体会員 Epi21 学連 東京家政大学
団体会員 森山生涯SC 団体会員 Family Wall福岡 学連 東京農業大学
団体会員 東武スポーツ 団体会員 リバティスカッシュコート 学連 東洋英和女学院大学
団体会員 Be-Win 団体会員 グロースマインド 学連 日本大学
団体会員 セントラルスポーツ 団体会員 九州医療スポーツ専門学校 学連 日本女子大学
団体会員 セントラルNEXT21 団体会員 SQKC 学連 日本女子体育大学
団体会員 セントラル広島 団体会員 Greetings 学連 日本体育大学
団体会員 セントラル千葉みなと 団体会員 Ash 学連 法政大学
団体会員 セントラル阿佐ヶ谷 団体会員 MailMate.jp 学連 明治大学
団体会員 セントラル一社 準団体会員 長岡スカッシュクラブ 学連 立教大学
団体会員 セントラル稲毛海岸 準団体会員 BIG-S竹ノ塚 学連 早稲田大学
団体会員 セントラル宇都宮 準団体会員 A-1 学連 大阪大学
団体会員 セントラル蒲田 準団体会員 First Wave 学連 大阪市立大学
団体会員 セントラル岐阜 準団体会員 P.D.M 学連 関西学院大学
団体会員 セントラル金沢 準団体会員 Point 学連 立命館大学
団体会員 セントラル郡山 準団体会員 YC&AC 学連 神戸女学院大学
団体会員 セントラル溝ノ口 準団体会員 エポック中原 学連 京都ノートルダム女子大学
団体会員 セントラル新三郷 準団体会員 グンゼ川西 学連 広島修道大学
団体会員 セントラル山鼻 準団体会員 ジ・アンタンテ 学連 龍谷大学
団体会員 セントラル市川 準団体会員 ドゥスポーツ高崎 学連 名古屋大学
団体会員 セントラル津田沼 準団体会員 ボースト 学連 中京大学
団体会員 セントラル自由が丘 準団体会員 ライフメディカル 学連 広島国際大学
団体会員 セントラル住ノ江 準団体会員 メッドサポートシステムズ 学連 愛媛大学
団体会員 セントラル松本 準団体会員 宮崎バディ 学連 福岡大学
団体会員 セントラル新浦安 準団体会員 九州医療スポーツ 学連 帝京科学大学
団体会員 セントラル盛岡 準団体会員 鋸南クロススポーツクラブ 学連 東京工業大学
団体会員 セントラル西台 準団体会員 A.I.Creation 学連 目白大学
団体会員 セントラル西東京 準団体会員 スカッシュイズム 学連 駒澤大学
団体会員 セントラル青砥 準団体会員 オリオリクラブ 学連 聖マリアンナ医科大学
団体会員 セントラル仙台 準団体会員 福大助監督 学連 関西大学
団体会員 セントラル千種 準団体会員 Grandir 学連 東京大学
団体会員 セントラル千葉 準団体会員 Blueprint福岡天神 学連 成蹊大学
団体会員 セントラル東戸塚 準団体会員 Siiibo 学連 旭川医科大学
団体会員 セントラル東根 クラブチーム Cools 学連 愛知工業大学
団体会員 セントラル保谷 クラブチーム Big Mouth 学連 安田女子大学
団体会員 セントラル南宇都宮 クラブチーム Disport 学連 金城学院大学
団体会員 セントラル佐野 クラブチーム Fujiyama 学連 横浜国立大学
団体会員 セントラル二俣川 クラブチーム SHIN-SHIN 学連 近畿大学
団体会員 セントラル日立 クラブチーム SSB 地区支部 北海道支部
団体会員 セントラル八王子 クラブチーム T.I.M. 地区支部 東北支部
団体会員 セントラル八千代台 クラブチーム T.UNITED 地区支部 関東支部
団体会員 セントラル北仙台 クラブチーム Team KAWAGOE 地区支部 中部支部
団体会員 セントラル用賀 クラブチーム ジュリア 地区支部 関西支部
団体会員 ダンロップ クラブチーム 海ほたる 地区支部 中国四国支部
団体会員 ティップネス クラブチーム イカトンSQ 地区支部 九州支部
団体会員 ティップネス宮崎台 クラブチーム Squash-Life その他（プロ） フリー
団体会員 ティップネス石橋 クラブチーム Team Z その他（Ｊｒ）学校名
団体会員 ゆうぽうと世田谷 クラブチーム J
団体会員 パレット中川 クラブチーム utari 2020年1月20日現在
団体会員 マスカット クラブチーム ouheki
団体会員 メガロス横浜天王町 クラブチーム 六丸水産 *2019年度の所属については各団体に確認して下さい。
団体会員 メガロス草加 クラブチーム A.T.C
団体会員 メガロス大和 クラブチーム Saufer *所属がセントラルの各施設の場合は
団体会員 メガロス町田 クラブチーム Derby 施設担当者の承認が必要です。
団体会員 メガロス調布 クラブチーム go for it
団体会員 メガロス八王子 クラブチーム Fo`s *所属がセントラルの各施設の選手の情報は
団体会員 メガロス武蔵小金井 クラブチーム Infinity セントラル株式会社本社様に開示させて頂く
団体会員 メガロス立川 場合がございますので登録される場合はご了承ください。


