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認可52号 MDK道南スポチャンクラブ函館
認可59号 どさんこスポチャンクラブ
認可120号 道東・十勝スポチャンクラブ
認可122号 仙台スポチャンクラブ
認可53号 郡山錬心会 スポチャンクラブ
認可78号 郡山ムサシスポチャンクラブ
認可130号 振武館スポチャンクラブ
認可１04号 栃木夢翔館スポチャンクラブ
認可１05号 夢翔館大田原スポチャンクラブ
認可38号 彩の国スポチャンクラブ
認可45号 拓心館武蔵会 スポチャンクラブ
認可46号 生麦 スポチャンクラブ
認可49号 武州南部 スポチャンクラブ
認可84号 わせがく高等学校スポチャンクラブ
認可97号 埼玉三郷スポチャンクラブ
認可１02号 桶川養心館スポチャンクラブ
認可27号 千葉若葉スポチャンクラブ
認可31号 童心塾スポチャンクラブちば
認可60号 西塚スポチャンクラブ
認可117号 千葉童心塾優士スポチャンクラブ
認可4号 ヤマザキスポチャンクラブ
認可17号 まちだスポチャンクラブ
認可21号 武心館島田道場
認可25号 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO
認可28号 東京よみまちスポチャンクラブ
認可30号 護心館麻布スポチャンクラブ
認可39号 スポチャンクラブ拓心館東大和
認可40号 スポチャンクラブ拓心館あきる野
認可41号 スポチャンクラブ拓心館小平
認可42号 スポチャンクラブ拓心館国分寺
認可43号 スポチャンクラブ拓心館青梅
認可44号 Lisicスポチャンクラブ東京
認可51号 北多摩スポチャンクラブ
認可86号 練馬錬武館スポチャンクラブ
認可１18号 学研品川スポチャンクラブ
認可129号 大田矢口スマイルスポチャンクラブ
認可137号 暗闇坂護心スポチャンクラブ
認可138号 大田区護心スポチャンクラブ
認可142号 東大颯剣会スポチャンクラブ
認可143号 剣隼会スポチャンクラブ
認可144号 明治碧剣会スポチャンクラブ
認可145号 國學院武刀会スポチャンクラブ
認可146号 国士舘楓剣会スポチャンクラブ
認可147号 T-REX東京学芸スポチャンクラブ
認可148号 東洋TSCスポチャンクラブ
認可150号 HOSEIスポチャンクラブ
認可１号 スポチャンネット横浜スポチャンクラブ 
認可2号 県立武道館スポチャンクラブ
認可3号 ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ
認可9号 藤沢青少年会館スポチャンクラブ
認可18号 藤沢本町スポチャンクラブ
認可22号 菅田地区センタースポチャンクラブ
認可24号 川崎岡上スポチャンクラブ
認可26号 スマイルスポチャンクラブ
認可33号 横浜根岸スポチャンクラブ
認可34号 能見台キッズスポチャンクラブ
認可35号 横浜杉田スポチャンクラブ
認可36号 山王台スポチャンクラブ
認可47号 笹野台キッズクラブ スポチャンクラブ

公益社団法人 日本スポーツチャンバラ協会

北
海
道

東
北

関
東



認可48号 DREAM WAY湘南 スポチャンクラブ
認可50号 スポチャンつばさクラブ
認可56号 小田原武尊スポチャンクラブ
認可64号 川崎剣友会スポチャンクラブ
認可65号 杉久保スポチャンクラブ
認可72号 厚木カルチャースポチャンクラブ
認可74号 神奈川県警スポチャンクラブ
認可79号 秋葉小キッズスポチャンクラブ
認可80号 ＢＳＣスポチャンクラブ
認可83号 横浜寺尾スポーツチャンバラ
認可90号 横浜馬車道スポチャンクラブ
認可125号 相模原 磯スポチャンクラブ
認可126号 つばさ川崎スポチャンクラブ
認可128号 S・S橋本スポチャンクラブ
認可154号 つばさ横須賀スポチャンクラブ
認可155号 鋭秦館スポチャンクラブ
認可156号 くうねるあそ部スポチャンクラブ
認可76号 新潟NSスポチャンクラブ
認可139号 新潟錬成館スポチャンクラブ
認可135号 雄翔会富山スポチャンクラブ
認可101号 いしかわ勇剣館スポチャンクラブ
認可69号 福井新田塚スポチャンクラブ
認可94号 福井剣武会スポチャンクラブ
認可１16号 福井青空スポチャンクラブ
認可58号 小瀬スポチャンクラブ
認可93号 マルヤス機械スポチャンクラブ
認可134号 信州GENKIスポチャンクラブ
認可20号 多治見スポチャンクラブ
認可71号 岐阜不破魂スポチャンクラブ
認可99号 高山勇志スポチャンクラブ
認可61号 富士誠道塾スポチャンクラブ
認可68号 磐田竜洋スポチャンクラブ
認可77号 （静岡市）由比スポチャンクラブ
認可１03号 富士鷹岡スポチャンクラブ
認可112号 富士宮芝川スポチャンクラブ
認可127号 浜松スポチャンクラブ
認可136号 静岡紫誠塾スポチャンクラブ
認可57号 HANDA SPORTS CHANBARA CLUB 柔剣会
認可133号 名古屋武遊殿スポチャンクラブ
認可96号 草津誠士館スポチャンクラブ
認可100号 道心塾（大津）スポチャンクラブ
認可１15号 滋賀健心塾スポチャンクラブ
認可１19号 滋賀舞風館スポチャンクラブ
認可98号 Yatoo!館スポチャンクラブ
認可１09号 枚方友心館スポチャンクラブ
認可１10号 東大阪攻誠館スポチャンクラブ
認可１11号 大阪有朋館スポチャンクラブ
認可１13号 大阪蒼龍館スポチャンクラブ
認可131号 富翔館スポチャンクラブ
認可5号 高砂武蔵スポチャンクラブ
認可6号 高砂純心スポチャンクラブ
認可19号 神戸小部東ほっとスポチャンクラブ
認可92号 師承館スポチャンクラブ
認可１14号 姫路ぬかちゃんスポチャンクラブ
認可121号 兵庫真成苑スポチャンクラブ
認可140号 兵庫刀流館スポチャンクラブ
認可152号 松朗館スポチャンクラブ
認可70号 奈良三郷スポチャンクラブ
認可91号 和歌山今吹衆スポチャンクラブ
認可14号 鳥取 ＫＨスポチャンクラブ
認可15号 鳥取げんきトマトスポチャンクラブ
認可88号 鳥取北栄スポチャンクラブ
認可151号 倉吉スポチャンクラブ
認可7号 岡山中央南スポチャンクラブ
認可8号 岡山総社スポチャンクラブ
認可16号 岡山みつスポチャンクラブ
認可23号 ＴＳＫスポチャンクラブ
認可54号 岡山専門学校ビーマックス
認可85号 岡山竹内道場スポチャンクラブ
認可37号 広島大和スポチャンクラブ
認可63号 山口川上スポチャンクラブ
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認可66号 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ
認可82号 摩利支天士魂塾スポチャンクラブ
認可87号 阿波の禅板野スポチャンクラブ
認可10号 Dream Way 長尾スポチャンクラブ
認可11号 Dream Way 屋島スポチャンクラブ
認可12号 Dream Way 天満屋スポチャンクラブ
認可13号 Dream Way 東かがわスポチャンクラブ
認可73号 坂井無心会スポチャンクラブ
認可１06号 仁武館愛媛スポチャンクラブ
認可１08号 松山竹田スポチャンクラブ
認可32号 土佐龍馬スポチャンクラブ
認可95号 高知中央高校スポチャンクラブ
認可81号 福岡スポチャンクラブ
認可123号 王道塾博多スポチャンクラブ
認可124号 福岡文化センター高取スポチャンクラブ
認可132号 大牟田スポチャンクラブ
認可141号 福岡鳳泉会スポチャンクラブ
認可75号 長崎ドリーム 大村スポチャンクラブ
認可89号 熊本武蔵スポチャンクラブ
認可107号 翔武館熊本スポチャンクラブ
認可153号 熊本Rec-Spo-Bujinスポチャンクラブ
認可67号 大分日田スポチャンクラブ
認可55号 鹿児島　武心館　柿原道場
認可149号 鹿児島錬成会スポチャンクラブ
認可62号 ちばりよ琉球スポチャンクラブ
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