
 2018.07.01現在

文化団体連盟　88団体 体育会　43団体
塾生の品位・教養の向上、および情操の涵養を図ることを目的とし、多彩な活動をしています。

団体名 略称 団体名 略称
アンサンブルファミーユ KEF 合氣道部
E.C.O. エコ アメリカンフットボール部
囲碁部 空手部 空手部
ウインドアンサンブル KWE 器械体操部
宇宙科学総合研究会 LYNCS 弓術部
裏千家茶道慶茶会 慶茶会 競走部
英語會 K.E.S.S. 剣道部
SF研究会 SF研 拳法部
演劇研究会 劇研 航空部
海洋研究会マリンヨットクラブ マリン ゴルフ部
カデンツァ・フィルハーモニー カデンツァ 山岳部 KAC
華道会 自転車競技部
歌舞伎研究会 かぶけん 自動車部 KOAC
カメラクラブ 射撃部 K.R.S.
カリツォー・ロシアの会 蹴球部
かるた会 柔道部
観光事業研究会K-flips 観研 重量挙部 挙げ部
奇術愛好会 KMS 準硬式野球部
競技ダンス部 少林寺拳法部
クイズ研究会 KQK 水泳部
クラシカルギタークラブ KCGC 水上スキー部 KWST
クロスオーバー研究会 クロ研 スキー部
経済新人会 経新 スケート部
慶政会 KPC 相撲部
K.M.P.NEW SOUND ORCHESTRA KMP ソッカー部 ソッカー部
K.B.R. Society THE KALUA カルア ソフトテニス部 ソフトテニス部
K.B.R. Society MODERN SCHACKS SCHACKS 卓球部
考古学研究会 考研 端艇部
国際会 KIS 庭球部
国際政経研究会 国際政経 軟式野球部
混声合唱団楽友会 楽友会 馬術部
混声合唱団コール・メロディオン コルメロ バスケットボール部
サイクル部 KCC バドミントン部
茶道会 バレーボール部 バレー部
時事英語研究会 ACE ハンドボール部
児童文化研究会 児研 フェンシング部
シネマ研究会 シネ研 ボクシング部
シネマプラザ シネプラ ホッケー部 K.U.H.A
シャンソン研究会 シャン研 野球部
将棋研究会 将研 洋弓部
書道会 ヨット部
推理小説同好会 KSD ラクロス部
ストーリー漫画研究会 スト研 レスリング部

スポーツ新聞会 ケイスポ 体育会所属団体　7団体　
綜合美術団体パレットクラブ パレットクラブ 団体名 略称
Soft Forum P.C. Club ソフトフォーラム THEV.S.O.P. ソフトボール倶楽部 V.S.O.P.
竹之会 JSKSラグビーフットボールクラブ JSKSRFC
鉄道研究会 鉄研 ダックスアメリカンフットボールクラブ ダックス
天文研究会 天研 ディモンズ倶楽部 ディモンズスキークラブ
陶芸倶楽部 C.A.C パトリック倶楽部 パトリック
長唄研究会 長研 B.Y.Bラグビーフットボールクラブ B.Y.B
能楽研究会宝生流 宝生会 ホワイトベアアイスホッケークラブ KWB

俳句研究会 慶大俳句 体育会　四谷部　24団体
バックパッキングクラブ 団体名 略称
バロックアンサンブル バロアン アメリカンフットボール部(医学部) アメフト部
ピアノ・ソサィエティー KPS 空手部（医学部）
ピアノクラブ KPC 弓道部(医学部)
ビートポップス研究会 ポップス研 競走部(医学部) 三四会競走部
Beatles研究会 B研 剣道部(医学部)
ファンタジー研究会 FT研 硬式庭球部(医学部)
福澤先生研究会 福研 ゴルフ部（医学部）
仏教青年会 仏青 サッカー部（医学部）
辯論部 KSS 山岳部(医学部) KMAC
Pen Club 信濃町ハンドボールクラブ ハンドボール部(医学部)
放送研究会 放研 蹴球部(医学部)
マンドリンクラブ マンクラ 柔道部（医学部）
三田文學塾生会 三田文 水泳部(医学部) 三四会水泳部
三田レコード鑑賞会 三田レコ スキー部(医学部)
モダンジャズソサエティー モダン スケート部（医学部）
野鳥の会 野鳥の会 卓球部（医学部） 三四会卓球部
郵便切手研究会 郵研 端艇部（医学部） 医学部ボート部
ライチウス会 ライチ 軟式庭球部（医学部） 軟庭部
ライト･ミュージック･ソサイエティ ライト 馬術部（医学部）
落語研究会 落研 バスケットボール部（医学部）
ラテンアメリカ音楽研究会 ラテ研 バドミントン部（医学部）
律法会 バレーボール部（医学部） 慶医バレー
ワグネル･ソサィエティー･オーケストラ ワグオケ 野球部（医学部） 三四会野球部
ワグネル・ソサィエティー･女声合唱団 ワグネル女声/モル ヨット部（医学部）

ワグネル・ソサィエティー･男声合唱団 ワグネル男声 体育会　矢上部　16団体
ワンダーフォーゲル部 KWV 団体名 略称

アメリカンフットボール部(理工学部) 矢上部アメフト
茶道会(医学部) 剣道部(理工学部) 理工体剣道部

硬式庭球部(理工学部) 理工体テニス部
自動車工学研究会 自工研 硬式野球部（理工学部） 理工体野球部
無線工学研究会 無研、KRS ゴルフ部（理工学部） K.E.G.C.
ロボット技術研究会 ロ技研 サッカー部（理工学部） 理工体サッカー部

山岳部（理工学部） KSTAC
アインクライネスオーケストラ EKO 柔道部(理工学部) リコタイ柔道部
Klavier instrumental sound society Kiss 少林寺拳法部(理工学部) 理工体少林寺
茶道会（湘南藤沢） 水泳部（理工学部） 銀泳会
ROCK研究会 ロッ研 卓球部（理工学部） K.E.T.T.C

軟式庭球部(理工学部) 理工体軟庭
軟式野球部(理工学部) 理工体軟野
バスケットボール部(理工学部) 理工体バスケ
バレーボール部(理工学部) 理工体バレー部
ラグビー部(理工学部) KER

＜信濃町地区＞

＜矢上地区＞

＜湘南藤沢地区＞



 2018.07.01現在

独立団体　244団体
文化団体連盟、体育会、全国慶應学生会連盟に加盟していない公認団体。

団体名 略称 団体名 略称

塾生新聞会 塾新 ユニコーンテニスクラブ UTC
ラウンドリーテニスクラブ ラウンドリー

英字新聞学会三田キャムパス ミタキャム ラリーテニスクラブ
S.A.L. S.A.L. リベラルテニスアソシエイション リベラル
お笑い道場O-keis O-keis レギュレーションテニスクラブ レギュ
K-dush2 K'2
こえけん！アニメ声優研究会 こえけん！ バドミントン愛好会 KBL
古文書研究会 古文研 バドミントンサークルＳＭＡＳＨ ｂｃｓ
手話サークルMiMi MiMi バドミントン同好会　Bird Fellows KBF
STEPS Musical Company STEPS
スローフードクラブ スロフ アウトオブバウンズゴルフクラブ アウバン
声優研究会 声研 ダッファーズゴルフクラブ ダッファーズ
創像工房 in front of. 創像 パーマーズゴルフクラブ
第三文明研究会 三文研 LYNX GOLF CLUB LYNX
探検部 K.U.E.S
チェスクラブ KUCC 合氣道会
超電子工学研究会 電工研 弓道同好会 K.Q.C
ディズニー同好会 DD 剣友会 K.L.A
Debate Squad KDS 柔道同好会
Digital Vertex KDV 昭霊空手会 昭霊会
田園都市倶楽部 でんと 新体道棒術部 棒術部
日本文化研究会 日文研
福音キリスト者学生会 KECF ウインドサーフィン部 FLEET．
Front Runner FR クルージングクラブ KCC
Head Quarter Simulation Game Club HQ スイミングクラブ KSC
漫画クラブ 漫研 スキン&スキューバダイビングパーティ KDP
模型クラブ KMAC スキンダイビングクラブ KSDC
理論経済学研究会 TEA 逗葉ヨットクラブ 逗葉
ローバースカウト ローバー
発達障害支援会 KDDS アルペン＝フェライン山岳会 KAV
uniぼらんて ゆにぼら オリエンテーリング同好会 KOLC
釣魚会 KFC 山岳同好会やまびこ やまびこ

アイセック ショカールスキークラブ CSC
韓国人留学生会 スパイラルスケートクラブ スパイラル
PLURIO PLURIO ピュアスキークラブ ピュア

リーゼンスキークラブ
霞会 リーベンスキークラブ リーベン
経営会計研究会 経会研 レモルクスキークラブ レモルク
十八人会 YSTスノーボードクラブ YST

WALKMEN KPOP完コピダンスサークルNavi Navi
オフコース・ミュージック・カンパニー オフ研、OMC ジャズダンスサークルSIG SIG
軽音楽研究会 Sound Ship KSS dance crew es es
軽音楽部 い軽音 チア＆ソングリーダーズUNICORNS ユニコーンズ
Kプレミアムオーケストラ Kオケ フラサークルPilialoha
総合音楽研究会 SOK Revolve リボ
津軽三味線集団　弦音巴
でらしね音楽企画 でらしね アーチェリー同好会 KAA
バンドサークルLyrical リリカル アルティメットサークル　ホワイトホーンズ ホワイトホーンズ
フォークソング・クラブ KFC クリケット部 KUCC
Folk Lovers' Association FLA ジャグリングサークルI-Wing I-Wing
ユーロロック研究会 ユーロ研 SHAMGOD～freestyleballers～ SHAMGOD
REAL McCOYS マッコイ スカッシュラケットクラブ K.S.R.C
Rexon レゾン スポーツ愛好会卓球部 S.L.C卓球部
ケルト音楽愛好会 k-celt セパタクロークラブ
エレクトーン研究会 エレ研 トライアスロン部TeamJ. TeamJ.

馬術愛好会 KRS
Lバスケットボールクラブ Lバス プロレス研究会 プロ研
K.I.Cバスケットボール同好会 KIC ボウリングクラブ KBC
バスケットボールフリーク鳩バス 鳩バス ボクシング愛好会
VOLLEYBALL ASSOCIATION K.V.A 陸上競技同好会 陸同
バレーボール交友会 KVF
バレーボール同好会 ＫＶＣ アフリカ医療研究会 KSIHA
日吉ハンドボール同好会 ひよはん 医師国家試験対策委員会 国対
楽籠クラブ 楽籠 医事振興会 医事振

ウェルネス研究会 KUWA
軟式野球クラブChuyans Chuyans 英語会(医学部) MESS
軟式野球同好会ベアーズ ベアーズ ACLS Popularizing Promoting Association KAPPA
軟式野球同好会マーベリックス マーベ 管弦楽団 医管
軟式野球同好会ロイヤルズ ロイヤルズ 看護医療政策学生会 SAPnmc

看護師・保健師国家試験対策委員会 国対委員
キッカーズフットボールクラブ キッカーズ 棋道部
蹴球同好会イーグルス FCイーグルス 公衆衛生学研究会 衛研
トータスフットボールクラブ トータスFC 国際医学研究会 I.M.A.
FINESTRA FINE サンタ企画実行委員会 サンタ企画
フットサル倶楽部エルレイナ エルレイナ 写真部

手話サークルShuwing Shuwing
アルメリア・ローン・テニスクラブ アルメリア 新聞研究会
ALEKS TENNIS ASSOCIATION ALEKS 精神医学研究会
ウインザーテニスクラブ ウインザー 生命科学研究会 LSRA
エーデルロイテテニスクラブ エーデルロイテ 東洋医学研究会 東医研
カリステニスクラブ カリス 日韓医学生学術交流会 日韓
杏葉硬式庭球会 杏葉 日中医学生交流協会 日中
慶球会硬式庭球部 慶球会 ぬいぐるみ病院
九球テニスクラブ 九球 マッチング対策委員会 マッチング委員会
サニーテニスクラブ サニー Medical Jazz Quartets MJQ
スポーツ愛好会硬式庭球部 S.L.C.硬式庭球部 臨床推論勉強会 KICKS
スポーツ愛好会ソフトテニス部 SLCソフトテニス部
スリーエス硬式庭球同好会 S.S.S. 合氣道同好会
ソフィアテニスクラブ ソフィア Computer Society KCS
ダイナミックテニスクラブ ダイナミック 鉄道研究会(理工学部) 理工鉄
Tennis Lovers' Association T.L.A. 日本国際学生技術研修協会 IAESTE
バロニィテニスクラブ バロニィ
フォーエバー硬式庭球会 フォーエバー
ポニー・テニスクラブ ポニー

＜報道関係＞

＜学術・文化関係＞

＜体育関係(テニス)＞

＜体育関係(バドミントン)＞

＜体育関係(ゴルフ)＞

＜体育関係(柔道・剣道・武道)＞

＜体育関係(水泳・水上スキー・ヨット・サーフィン)＞

＜体育関係(登山・バックパッキング)＞

＜国際関係＞

＜体育関係(テニス)＞

＜体育関係(ダンス)＞

＜体育関係(その他)＞

＜独立団体　信濃町地区＞

＜独立団体　矢上地区＞

＜体育関係(スキー・スケート・アイスホッケー)＞

＜試験関係＞

＜音楽関係＞

＜体育関係(バスケットボール・バレーボール・ハンドボール)＞

＜体育関係(野球・ソフトボール)＞

＜体育関係(サッカー・アメフト・ラグビー)＞
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【参考】上部団体・福利厚生等の学生団体　
アカペラシンガーズKeio Official Entertainment K.O.E. 学生の総意に基づき、学生生活の発展向上を目的として活動しています。 
ACOGGYZ ACOGGYZ 団体名 略称
Association for International Students AIS 文化団体連盟本部
アナウンス局 アナ局 体育会本部 本部
Art & Technology A&T 福利厚生機関本部 福厚機
UNREAL アンリア 全塾協議会 全協
ウィンドオーケストラDolce Dolce 全塾協議会事務局
映画研究会MOVE MOVE 應援指導部 應指
キャンドルナイト湘南台 キャンドル 共済部
KRAM ensemble music KRAM 慶早戦支援委員会 支援会
ゲームサークルDICE DICE 国際関係会 I.I.R.
劇団EnTRoPy エントロピー Student Counselors SC
Computer Media Production CoMP 学生健康保険委員会 健保
SNAPs 塾生会館運営委員会 塾運
4beat club ジャズ研 四谷自治会
フジサワシティポケモンラボ フジポケ オリエンテーション実行委員会 オリ実
藤沢落語研究会 SFC落研 卒業アルバム委員会
星空観賞サークル ほかん 医学部卒業委員会
マジックサークルDaivernon Daivernon 理工学部卒業アルバム委員会 理工卒アル
漫画ゲーム制作団体GAPCOM GAPCOM 三田祭実行委員会 三田実
ミュージカルサークルEM EM 四谷祭実行委員会 四実
八百藤 八百藤 矢上祭実行委員会 矢実
花火師会 理工学部体育会連盟 リコタイ連盟
プログラミングコンテストサークル PCC 七夕祭実行委員会
Japanese, English & Sports JES 秋祭実行委員会 秋祭
KART KART 理工学部学生団体ルーム運営委員会
SVRC 理工学部グランド運営委員会

理工学部ソフトボール実行委員会
合気会 合気会 理工学部体育館運営委員会
OUTSIDERS アウサ 理工学部テニスコート運営委員会
ASHIZARU 足猿 SFCクラブハウス棟執行委員会 Classic
Ultimate Team HUSKIE ハスキーズ SFC音像工房 音像
Anfield.F.C. アンフィ SFC Campus Village CAVI
FC Pierrot ピエロ 芝学友会 学友会
キライズ 硬式庭球同好会連盟 硬庭連、塾内連盟

ゴブリンスキークラブ ゴブリン 【参考】ゼミナール委員会
SCUBA DIVING TEAM Seven Seas SevenSeas 団体名 略称
スティーラーズゴルフクラブ Steelers 全塾ゼミナール委員会 全ゼミ
Spear Spirits Motor Club SSS 文学部人間科学ゼミナール委員会 人ゼミ
ソフトボールサークルライナーズ ライナーズ 文学部社会学ゼミナール委員会 社ゼミ
ソングリーディングチームMerfilles メルフィ 経済学部ゼミナール委員会 経ゼミ
女子タッチフットボールチーム　ユニコーンズ ユニコーンズ 法学部法律学科ゼミナール委員会 法ゼミ
Dance Unit W+I&S ドゥブルベ 法学部政治学科ゼミナール委員会 政ゼミ
TeamSWEAR SWEAR 商学部ゼミナール委員会 商ゼミ
Twinkles
Top Dogs
軟式野球　Slayers スレイヤーズ
貘之會 バク
バスケットボールサークルabout about
藤沢剣友会 剣友会
ライフセービングクラブ LSC
L'oeuf Tennis Club ルフ
Rainbows Rainbows
籠球倶楽部 Kagers
藤沢卓球同好会 ふじさわぴんぽん
幸栄館 空手 空手

音楽部管弦楽団 音楽部
漢方部
軽音楽部（薬学部） 薬軽音
硬式庭球部（薬学部） 薬テニ
香粧部
混声合唱団 Aeolian Vocal Serenaders AVS
サッカー部（薬学部） 薬サカ
芝大門茶道部
水泳部（薬学部） 薬水
卓球部（薬学部） 薬卓
ダンス部amitie amitie
TRICKSTER TRICKSTER
軟式テニス部（薬学部）
バスケットボール部(薬学部) 薬バス
バドミントン部（薬学部） 薬バド
バレーボール部（薬学部） 薬バレ
野球部(薬学部)
陸上競技部(薬学部)

全国慶應学生会連盟　19の傘下団体
各地域別の在学中の学生が出身地ごとに結成した親睦団体。
地方文化の向上を目指して先輩と連絡を取りながら、休暇などを利用して文化活動を行っています。

団体名 略称
全国慶應学生会連盟 全慶連
北海道慶應学生会
東北慶應学生会
北関東慶應学生会
栃木慶應学生会
埼玉慶應学生会
市川慶應学生会 市川学生会
東京慶應学生会 東京学生会
横須賀慶應学生会
遠州浜松慶應学生会
信濃慶應学生会 信濃学生会
石川慶應学生会 石川学生会
東海慶應学生会
関西慶應学生会 関西学生会
中国慶應学生会
愛媛　香川　高知慶應学生会
徳島慶應学生会 徳島学生会
九州慶應学生会 九州学生会
沖縄慶應学生会
中華慶應学生会

＜独立団体　湘南藤沢地区　体育系＞

＜独立団体　芝共立地区＞

＜独立団体　湘南藤沢地区　文化・学術系＞


