
（別紙2）

登録地域連盟 No 団体名
団体名略称

（全角8文字or半角16文字）
半角カナ

（8文字/電光用）

201 青森県身体障がい者水泳連盟 青森鶴田SC ｱｵﾓﾘﾂﾙﾀS
301 岩手県障がい者水泳協会 ドルフィンズ岩手 ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ
302 イーハトーブ岩手障害者スイミングクラブ イーハトーブSC ｲｰﾊﾄｰﾌﾞS
303 盛岡市スポーツ協会スイミングクラブ 盛岡スポ協S ﾓﾘｵｶｽﾎﾟS
401 仙台チャレンジ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 仙台チャレンジ ｾﾝﾀﾞｲﾁｬﾚ
402 一般社団法人 MOTTO MOTTO宮城 ﾓｯﾄﾐﾔｷﾞ
403 株式会社ピュアスポーツ ピュアスポーツ ﾋﾟｭｱｽﾎﾟｰﾂ
501 秋田県障害者水泳協会 秋田ブリコＳＣ ｱｷﾀﾌﾞﾘｺS
502 NPO法人障害者アクアレッスンミラクルスイミー ミラクルスイミー ﾐﾗｸﾙｽｲﾐｰ
601 チェリースイマーズ クラブ 山形チェリーＳＣ ﾔﾏｶﾞﾀﾁｪﾘ
101 北海道身体障害者 ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道身障ＳＣ ﾎｯｶｲﾄﾞｳS
102 札幌市役所 札幌市役所 ｻｯﾎﾟﾛｼﾔｸ
801 ＤＯ Ｓwimming Ｃlub 茨城ＤＯＳＣ ｲﾊﾞﾗｷﾞDO
802 筑波大学 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
803 東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 JRﾋｶﾞｼ
901 栃木とびうお 栃木とびうお ﾄﾁｷﾞﾄﾋﾞｳ
902 小山市水泳協会 小山市水泳協会 ｵﾔﾏｼｽｲｴｲ
903 佐野日本大学高等学校 佐野日大高校 ｻﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ

1001 群馬障害者水泳協会 ぐんま障水協 ｸﾞﾝﾏｼｮｳｽ
1003 上武大学 上武大学 ｼﾞｮｳﾌﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
1105 三菱商事 三菱商事 ﾐﾂﾋﾞｼｼｮｳｼﾞ
1106 学校法人佐藤栄学園　埼玉栄高等学校 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ
1202 千葉ミラクルズＳＣ チバミラクルズ ﾁﾊﾞﾐﾗｸﾙｽ
1205 セントラルスポーツ セントラルスポーツ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ
1301 トリトン スイミング クラブ 東京トリトン ﾄｳｷｮｳﾄﾘﾄ
1302 東京ラッコ 東京ラッコ ﾄｳｷｮｳﾗｯｺ
1305 東京 フォーティーシー 東京４ＴＣ ﾌｫｰﾃｨｰｼｰ
1310 早稲田大学 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
1312 東京ＤＡＣ 東京ＤＡＣ ﾃﾞｨｰｴｰｼｰ
1314 ＧＯＬＤＷＩＮ ＧＯＬＤＷＩＮ ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲ
1318 東京ガス株式会社 東京ガス(株） ﾄｳｷｮｳｶﾞｽ
1319 株式会社NTTドコモ NTTドコモ NTTﾄﾞｺﾓ
1320 MINEMURA ParaSwimming Squad,Tokyo 峰村PSS東京 PSSﾄｳｷｮｳ
1325 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ ｱｲｵｲﾆｯｾｲ
1327 中央大学 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ
1331 伊藤忠丸紅鉄鋼 伊藤忠丸紅鉄鋼 ｲﾄｳﾁｭｳﾏﾙ
1334 株式会社ゼネラルパートナーズ ｾﾞﾈﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ｾﾞﾈﾗﾙﾊﾟｰ
1336 (株)ファンコミュニケーションズ ﾌｧﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ﾌｧﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
1337 国士舘大学パラスイムチーム 国士舘大学ＰＳＴ ｺｸｼｶﾝPST
1338 清水建設株式会社 清水建設 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ
1339 株式会社 東和エンジニアリング 東和エンジ ﾄｳﾜｴﾝｼﾞ
1340 野村不動産パートナーズ株式会社 野村不動産パートナーズ ﾉﾑﾗﾌﾄﾞｳｻﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
1341 大東文化大学 大東文化大学 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ
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 ﾖｺﾊﾏﾄﾞﾘｰ
1402 まんぼうサガミ まんぼうサガミ ﾏﾝﾎﾞｳｻｶﾞ
1407 宮前ドルフィン 宮前ドルフィン ﾐﾔﾏｴﾄﾞﾙﾌ
1409 川崎水泳協会 川崎水泳協会 ｶﾜｻｷｽｲｴｲ
1410 シグマクシス シグマクシス ｼｸﾞﾏｸｼｽ
1411 横浜サクラ 横浜サクラ ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ
1416 日本体育大学大学院 日体大大学院 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲﾀ
1417 日本体育大学 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲｶ
1418 長津田スイムクラブ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC
1421 東海大学 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶ
1422 39EnjoySwimming 39ｴﾝｼﾞｮｲﾖｺｽｶ ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞｮｲﾖｺｽｶ
1501 Will Speed 新潟 WS新潟 WSﾆｲｶﾞﾀ
2001 長野県パラ水泳協会 長野 PSC ﾅｶﾞﾉPSC
2202 静岡 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 静岡ぱしどる ｼｽﾞｵｶPD
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1801 ＮＰＯ法人　ブレイヴ・ドルフィンズ福井 ブレイヴ福井 ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾌｸ
1804 福井工業大学付属福井中学校 福工大福井中 ﾌｸｺｳﾀﾞｲﾌｸｲﾁｭｳ
2104 Swimming Team　岐阜ＧＵＳＨ 岐阜ＧＵＳＨ ｷﾞﾌGUSH
2107 公益社団法人 すくすく岐阜 すくすく岐阜 ｽｸｽｸｷﾞﾌ
2203 ぺんぎん村水泳教室 ぺんぎん村 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾑﾗ
2301 岡崎竜城 スイミング クラブ 岡崎竜城 ＳＣ ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ
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 ｱｲﾁNASｻﾝ
2305 愛知デンソー太陽　ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 愛知ﾃﾞﾝｿｰ太陽SC ｱｲﾁﾃﾞﾝｿｰ
2310 日本福祉大学水泳部 日本福祉大学 ﾆﾎﾝﾌｸｼﾀﾞｲｶﾞｸ
2311 日本福祉大学付属高等学校 日本福祉大付 ﾆﾎﾝﾌｸｼﾀﾞｲﾌ
2313 ぴぃ～すスイミングクラブ ぴぃ～すSC ﾋﾟｰｽSC
2314 デンソーテクノ株式会社 デンソーテクノ ﾃﾞﾝｿｰﾃｸﾉ
2315 中京大学 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ
2502 滋賀友泳会 滋賀友泳会 ｼｶﾞﾕｳｴｲｶ
2601 京都障害者水泳 クラブ 京都 ＳＣ ｷｮｳﾄSC
2701 大阪およごう会 大阪およごう会 ｵﾖｺﾞｳｶｲ
2702 大阪シーホースＳＣ 大阪シーホース ｼｰﾎｰｽｽｲｴ
2703 近畿大学水上競技部 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ
2706 ダイハツディーゼル株式会社 ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨ
2707 フジ住宅株式会社 フジ住宅 ﾌｼﾞｼﾞｭｳﾀ
2708 A・S・A A・S・A大阪 ｴｰｴｽｴｰｵｵ
2710 ケービーエスクボタ ＫＢＳクボタ ｹｰﾋﾞｰｴｽｸ
2711 （株）YHA YHA YHA
2713 近畿大学 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ
2714 関西大学第一中学校 関大一中 ｶﾝﾀﾞｲｲｯﾁｭｳ
2715 大阪体育大学 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ
2801 神戸楽泳会 神戸楽泳会 ｺｳﾍﾞﾗｸｴｲ
2802 兵庫県身体障害者水泳連盟 兵庫ＳＣ ﾋｮｳｺﾞSC
2804 光都スポーツクラブ 光都ＳＣ ｺｳﾄSC
2806 須磨学園高等学校 須磨学園高校 ｽﾏｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
2901 奈良身体障害者水泳クラブ 奈良フレンズ ﾅﾗﾌﾚﾝｽﾞ
3003 PAL PORT 彩の台 パル彩の台 ﾊﾟﾙｱﾔﾉﾀﾞｲ
3201 島根県障害者水泳クラブ 島根あご ＳＣ ｼﾏﾈｱｺﾞSC
3401 水泳同好会　ドルフィン 広島ドルフィン ﾋﾛｼﾏﾄﾞﾙﾌ
3402 広島市役所 広島市役所 ﾋﾛｼﾏｼﾔｸｼ
3501 山口県庁 山口県庁 ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝﾁ
3801 伊予かんえい会 伊予かんえい会 ｲﾖｶﾝｴｲｶｲ
4002 北九州健泳会 北九州健泳会 ｹﾝｴｲｶｲ
4004 福岡 ｸﾛｰﾊﾞｰ ｼｬｰｸ ＳＣ 福岡シャークＳＣ ﾌｸｵｶｼｬｰｸ
4005 福岡スイマーズ 福岡スイマーズ ﾌｸｵｶｽｲﾏｰ
4012 福岡 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ SC 福岡 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ SC ﾌｸｵｶﾁｬﾚﾝ
4015 アクアダッシュ北九州 アクアダッシュ ｱｸｱﾀﾞｯｼｭ
4019 シンプレクス株式会社 Simplex Inc. ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ
4104 株式会社名村造船所 名村造船所 ﾅﾑﾗｿﾞｳｾﾝ
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 ﾅｶﾞｻｷﾍﾟﾝ
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 ｸﾏﾓﾄﾎｴｰﾙ
4304 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社熊本 あいおいニッセイ ｱｲｵｲﾆｯｾｲ
4407 大分県障がい者水泳連盟 大分パラ水連 ｵｵｲﾀﾊﾟﾗｽｲﾚﾝ
4409 ビートスイミング延岡プール ビート延岡 ﾋﾞｰﾄﾉﾍﾞｵｶ
4501 宮崎うずら ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 宮崎うずら ＳＣ ﾐﾔｻﾞｷｳｽﾞ
4503 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社宮崎 あいおいニッセイ ｱｲｵｲﾆｯｾｲ
4602 AP福岡 AP福岡 ｴｰﾋﾟｰﾌｸｵｶ
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