
1 小坂井　留美

2 菊地　はるひ

3 黒田　裕太

4
新川　貴紀
（谷木竜平）

5 花井　篤子

6 竹田　唯史

7 菊地　はるひ

8 小峯　秋二

9 渡部　峻

10 廣田　修平

11 増山　尚美

12 横山　茜理

13 畝中　智志

14

15

16 永谷　　稔

17 永谷　　稔

18 瀧澤　　聡

19
上田知行
(大宮　真一)

20 大関　慎

21 小田　史郎

22 川森　功偉

23 小田　史郎

24 岡　　健吾

25 山本　敬三

26 小杉　直美

27 吉田　　真

28 増山　尚美

29 寺田　　香

30 森　　靖明

31 井上　和佳奈

32 小坂井　留美

33 古川　　奨

顧問へメールで連絡　 hirota@hokusho-u.ac.jp（廣田）

顧問へメールで連絡　naomi@hokusho-u.ac.jp（増山）

女子バスケットボール部　公式Instagramまたはメールにて対応。
Instagramアカウント：hokusho_basketball

メールhokusho.u.55@gmail.com

北翔大学バスケットボール部HPにて対応。
https://hokusho-basketball.jimdofree.com

北翔大学バレーボールFacebook（男女共通）
および、北翔大学男子バレーボール部Twitterにて対応。

https://mobile.twitter.com/hksu_boyvolley

北翔大学バレーボールFacebook（男女共通）
および、北翔大学女子バレーボール部Twitterにて対応。

https://twitter.com/hokusho_WVB

北翔大学女子ラクロス部 下記メールにて対応。
amirira63@icloud.com

顧問の「竹内雅明」までTeamsのチャットにて連絡

男子バレーボール部

女子バレーボール部

女子ラクロス部

竹内　雅明

北翔大学ミニバレーサークル　Twitter、Instagramで対応。
@hokusho_mini ←Twitter

@hokusho_minivolley ←Instagram

https://bit.ly/3bmNSUQ
https://www.instagram.com/hokusho.trainer

質問等は顧問まで　naomi@hokusho-u.ac.jp         Instagram → hokushou_lucida

スポーツチャンバラサークル

フィギュアスケートサークル

北翔大学チャンバラサークルTwitterにて対応
　@ＨｏｋｕｓｈｏＣｈａｎｂａｒａ

自主練習のみ  質問等は顧問までTeamsチャットにて

パラスポーツサークル 自主練習のみ  質問等は顧問までTeamsチャットにて

体育指導研究会 活動自粛中

チアダンス部 北翔大学チアダンス部   AILES　Instagramにて対応                                                   ＠
hokusho_cheer__

女子ソフトボール部

体操競技部

卓球部

女子バスケットボール部

男子バスケットボール部

女子バﾄﾞミントン部

男子バﾄﾞミントン部

アルティメット部  

男子ラクロス部

女子ハンドボール部

軟式野球部

男子ハンドボール部

課外活動（部活・サークル）の確認について
新型コロナウィルスの影響により、部活･サークル活動が制限および自粛が継続されております。
各団体の活動状況が確認できる連絡先一覧をご案内いたします。(2022/12月現在)

剣道部

硬式野球部

硬式庭球部

サッカー部

入部希望者は以下のSNSのいずれかにて連絡ください．
Instagram:@hokusho.swim
twitter: @Hokusho_swim

顧問の竹田までメール連絡
take@hokusho-u.ac.jp

顧問宛のメールで直接対応。haruhi@hokusho-u.ac.jp

顧問宛のメールで直接対応。komine@hokusho-u.ac.jp

部活・サークル確認情報について

北翔大学剣道部Twitter，Instagramにて対応。
 https://twitter.com/Q4ZhJvfbKIO5OeC

https://instagram.com/kendo0429?igshid=alnpk71inxe3

Hokushi.bbc.@icloud.comもしくは090-9516-8646まで問い合わせください。

入部希望者は2つのSNSのDMと北翔大学硬式庭球部HPの「お問い合わせ」の
いずれかにて連絡ください．

Instagram: https://www.instagram.com/hokusho_u.tennis/
アカウント：hokusho_u.tennis

Twitter: https://twitter.com/hokusho_tennis
アカウント：@hokusho_tennis

HP: https://hokusho-university-tennis.jimdofree.com

入部希望者は以下のSNSのいずれかにて、ご連絡ください
Instagram　:　@hokusho_soccer

twitter　:　@hokusho_soccer

（体育系団体）

№ 学生団体名 顧 問（指導者）

水泳部

スキー部

エアロビック部

ソフトテニス部

活動自粛中

北翔大学軟式野球部　Instagramで対応。
@hokusho_baseballclub

陸上競技部

空手道部

ミニバレーサークル

トレーナー部

Ｌucida （ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ)

北翔大学ハンドボール部Instagramで対応。
https://instagram.com/hokusho_handball?igshid=o4ob3oj2t1nf

北翔大学アルティメット部 Instagram,Twitterで対応
snowbears.hokushou←Instagram

@_SnowBears_←Twitter

北翔大学ハンドボール部Instagramで対応。
https://instagram.com/hokusho_handball?igshid=o4ob3oj2t1nf

北翔大学男子ラクロス部instagramにて対応
　https://www.instagram.com/hokusholax/?hl=ja

北翔大学陸上競技部Twitter,Instagram 両DMにて対応。
https://twitter.com/hokusho_tf    https://www.instagram.com/hokushotf.official/

北翔大学空手道部Twitterにて対応。
https://twitter.com/karatehksunv?s=09
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https://bit.ly/3bmNSUQ
https://bit.ly/3bmNSUQ
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保田　真希

1 松田　久美

2 小室　晴陽

3 西村　貴之

4 浅井　貴也

5 千葉　圭説

7 吉田　修大

8 佐藤　至英

9
林　　　　亨
山下　圭介

10 三浦　公裕

11 澤　　聡一

12 坂田　朋優

13 木 下　教子

14 横山　  光

15 二宮　孝行

16 飯田　昭人

17 飯田　昭人 メールにて対応　 career@hokusho-u.ac.jp　　（担当：松宮）

Instagramの@hs.sciencegroupのDM、もしくは
Twitteのr@HS_SE_gakkizuのDM　に連絡ください。

活動自粛中

活動自粛中

活動自粛中

活動自粛中

科学実験サークルがっきーず

S-Base（子どもたち居場所つくり支援）

魅力発見サークル「のってぃす」

映画鑑賞サークル

部活・サークル確認情報について

(文化系団体）

顧 問（指導者）№

メールにて対応　hokusho_jiti@yahoo.co.jp学生自治会

北翔大学軽音サークルTwitterにて対応。
https://twitter.com/hokusho_keion

茶室（パル棟3階の和室「翔」）や掲示板で案内します。
インスタグラム hokushou_sadou　　Twitter @hokushou_sadou もご覧ください。

芸術学科 浅井 貴也： takaya@hokusho-u.ac.jp

P.W. : rkVTu7jU         ID:  clubmaster39

学生団体名

北翔大学吹奏楽団

漫画・アニメ文化研究会

TEAM　PAL:C

絵本サークル「きたきつねのゆめ」

ボランティアサークルみつばち

北翔大学YOSAKOIソーランサークル～友和～

アート表現部

ピアノ・サークル”Clavier”

料理研究部

軽音サークル

茶道部  　　　　　　　　　

国際交流アシスタント.ＣＯＭ

活動自粛中

活動自粛中

ヨサコイ　ソーランサークル　Twitter   @hokushouv_towa　で対応

メール（thayashi@hokusho-u.ac.jp）もしくはTeamsのチャットにて対応

希望者はアドミッションセンター(PAL1階)にご連絡ください。(参加条件があります)
info@hokusho-u.ac.jp またはPAL1階窓口まで(メールは学生番号・氏名を入力のうえ送信してください)

顧問へのメール（sawat@hokusho-u.ac.jp）もしくはTeamsのチャット
および　Twitterアカウント　 @ HOKUSHO_manken　で対応


