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【重要】2021 年度 サークル継続登録申請結果について 

 

 

 2021 年度サークル継続登録申請結果についてお知らせいたします。 

なお、例年であれば該当団体には、サークル登録団体証明証等を配布しておりま

すが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、原則として学生の学内入構が制限さ

れることを踏まえて、配布の日時につきましては、後日改めてご案内させていた

だきますので、ご理解・協力のほどお願いたします。 

 

記 

 

2021 年度サークル継続登録申請結果は次ページの通り 

 

以上 

学生生活支援部 学生課 



 2021年度公認サークル一覧(横浜キャンパス)
No. 団体名 カナ 主な活動

1 アイドル研究会 アイドルケンキュウカイ アイドルダンス

2 IVORY アイボリー サッカー

3 アイマス同好会 アイマスドウコウカイ アニメ・ライブ鑑賞

4 A.W.S　 アウス スキー・スノーボード

5 AGRADA アグラダ サッカー

6 Asm'z アサムズ 軟式野球

7 あられ アラレ バドミントン

8 E.T.C イーティーシー テニス

9 ISCA イスカ 国際交流

10 Winners ウィナーズ バレーボール

11 Well done ウェルダン 料理

12 WENS ウェンズ バレーボール

13 HBS エイチビーエス 野球

14 Esperance エスペランサ サッカー・フットサル

15 FC.OFT エフシーオフト サッカー

16 オズワルズ オズワルズ 野球

17 カットスマッシュ カットスマッシュ バドミントン

18 KADO-Japanese flower arrangement カドージャパニーズフラワーアレンジメント 華道

19 神奈川大学ボカロ研究部 カナガワダイガクボカロケンキュウブ 音声合成技術研究

20 神奈川大学ポケモンらぼ カナガワダイガクポケモンラボ ゲーム（ポケットモンスター）

21 神奈川大学夢の国研究会 カナガワダイガクユメノクニケンキュウカイ ディズニー・サンリオ

22 COOPERS クーパーズ バスケットボール

23 給費生奨学会 キュウヒセイショウガクカイ 給費生主体の交流サークル

24 CLUTCH クラッチ バスケットボール

25 KFGC ケーエフジーシー ゲーム（格闘)

26 KU GOOD COFFEE CLUB ケーユーグッドコーヒークラブ コーヒーの研究

27 K-BAC（聖書研究会） ケーバック 聖書の研究

28 さくらんぼ.B.C サクランボビーシー バドミントン

29 サブカルチャー研究会 サブカルチャーケンキュウカイ 出版物の作成

30 J.D.C ジェーディーシー ストリートダンス

31 児童福祉ボランティアサークルSUNS ジドウフクシボランティアサークルサンズ ボランティア

32 Scharf シャルフ ソフトテニス

33 神大RC ジンダイアールシー ランニング

34 神大ヤンキース ジンダイヤンキース 野球

35 SWEET スウィート テニス

36 SLAP スラップ ソフトボール

37 スリースター スリースター 卓球

38 蒼弓会 ソウキュウカイ 弓道

39 Diveteam Lino ダイブチームリノ スクーバダイビング

40 W.B.C ダブリュービーシー 野球観戦

41 てらこや神奈川大学支部 テラコヤカナガワダイガクシブ ボランティア

42 TENFEET テンフィート バスケットボール

43 NUTS ナッツ テニス

44 NOCK ノック 野球

45 Half Time ハーフタイム バドミントン

46 BEAT ビート バスケットボール

47 VAGARY ヴェイガリー バドミントン

48 Magic☆ マジック バレーボール

49 MASTERS マスターズ テニス

50 Met's メッツ 野球

51 mois モイズ 野球

52 模型研究会 モケイケンキュウカイ 模型製作

53 Rainbow Roses レインボーローズ ジェンダー・セクシュアリティの研究

54 LEGO レゴ バレーボール



 2021年度公認サークル一覧(平塚キャンパス)
No. 団体名 カナ 主な活動

1 KFC ケーエフシー フットサル

2 湘南LIFEベイスターズ ショウナンライフベイスターズ 野球、バスケ、フットサル

3 タッチラグビーサークル タッチラグビーサークル タッチラグビー

4 道産子ファイターズ ドサンコファイターズ 軟式野球

5 NEW　FACE ニューフェイス バスケットボール

6 V.I.S ブイアイエス バレーボール

7 籠球 ロウキュウ バスケットボール

8 Accel＆Clutch アクセルアンドクラッチ ツーリング

9 アンプラグドmusic アンプラグドミュージック 音楽

10 オープンキャンパス企画部 オープンキャンパスキカクブ イベント企画

11 秘密結社Ψ（旧：科学サークル） ヒミツケッシャ 化学実験

12 Game Creators Circle ゲームクリエイターズサークル ゲーム制作

13 国際ボランティア コクサイボランティア カンボジアでのボランティア活動

14 自然の探究サークル シゼンノタンキュウサークル 野外調査

15 Dai-M ダイム ダンス

16 天体観測サークル　ＳＴＥＬＬＡ テンタイカンソクサークルステラ 天体観測

17 パレット パレット 美術

18 平塚地区BBS会 ヒラツカチクビビーエスカイ ボランティア

19 ポケモングローバルクラブ ポケモングローバルクラブ ポケモンゲーム

20 麻雀研究会鳳 マージャンケンキュウカイオオトリ 競技麻雀

21 メロンソーダ研究会～飛躍の年～ メロンソーダケンキュウカイエヴォリューション メロンソーダ研究




