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クラブ名
合併前
クラブ

スポンサー
クラブ

RI加盟認証
年月日

RI合併承認
年月日

ガバナー
備考

（特別代表）

1 浦和 東京･川越 1954年8月30日 柳瀬　省吾
柏原　孫左衛門
木村　善太郎

2 大宮 熊谷 1955年12月27日 小松　隆 尾高　格三
3 川口 浦和 1960年1月8日 柏原　孫左衛門 高橋　申
4 越谷 浦和 1961年6月19日 田　誠 中村　弥太郎
5 浦和北 浦和 1961年12月1日 中村　米平 籠島　誠治

6 草加松原
草加
草加イブニング

浦和
草加

1962年3月23日 2012年6月30日
中村　米平
牧内　操

中村　弥太郎
大久保　雄司

7 上尾 大宮 1963年3月16日 湯浅　恭三 熊田　克郎
8 大宮西 大宮 1963年3月22日 湯浅　恭三 清水　喜一
9 岩槻 大宮 1963年8月19日 永沼　政久 入山　卯八郎
10 戸田 川口 1964年6月22日 永沼　政久 榊　春壽
11 春日部 大宮 1965年1月20日 神守　源一郎 田中　松彦
12 鳩ヶ谷 川口 1965年4月17日 神守　源一郎 榊　春壽
13 蕨 浦和北 1965年4月28日 神守　源一郎 高橋　三郎
14 さいたま中央 浦和北 1966年1月21日 竹田　恒徳 壽原　茂夫
15 幸手 春日部 1967年6月29日 松方　三郎 君塚　皎
16 川口西 川口 1967年10月2日 松方　三郎 永瀬　七朗
17 鴻巣 上尾 1968年8月1日 廣澤　輝雄 小林　貞次
18 浦和東 浦和 1970年4月9日 森田　勝彦 長島　恭助

19 吉川
吉川
吉川イブニング

草加
吉川

2008年6月30日 2008年6月30日
河野　秀夫
田中　作次

祝原　運一
田辺　英雄

20 杉戸
杉戸
杉戸中央

春日部
杉戸

1971年5月3日 2014年9月6日
河野　秀夫
田中　作次

平野　壽
関口　博正

21 川口東 川口 1971年6月23日 河野　秀夫 榊　春壽
22 蓮田 岩槻 1971年7月28日 青山　幸高 岡田　喜一郎
23 桶川 上尾 1972年4月17日 青山　幸高 加藤　金作
24 上尾西 上尾 1973年5月7日 半田　利一 関口　博見
25 久喜 幸手 1973年6月11日 半田　利一 秋間　泰造
26 大宮北 大宮西 1973年6月28日 半田　利一 山崎　好文
27 戸田西 戸田 1974年10月20日 繁田　正一 岩崎　久二
28 越谷南 越谷 1974年6月28日 繁田　正一 畔上　計治
29 八潮 草加 1975年8月7日 山口　大 清水　啓三郎
30 さいたまシティ 浦和東 1975年8月29日 山口　大 石川　慎一郎
31 川口北 川口 1976年10月1日 山口　大 稲川　次郎
32 越谷北 越谷 1976年5月11日 山口　大 桃木　俊平
33 北本 鴻巣 1976年5月19日 山口　大 秋笹　善太郎
34 浦和南 浦和 1978年3月27日 相原　茂吉 逸見　正夫
35 大宮南 大宮 1978年7月19日 相原　茂吉 安原　芳太郎
36 大宮東 大宮北 1979年2月15日 平野　壽 河木　清
37 三郷 吉川 1979年6月11日 平野　壽 中村　孝
38 岩槻東 岩槻 1980年11月11日 赤塚　正一 星野　一夫
39 春日部西 春日部 1983年6月2日 秋山　博 長谷川　茂
40 川口北東 川口北 1985年4月17日 福島　良治 飯塚　直次
41 川口/鳩ケ谷武南 鳩ヶ谷 1985年5月15日 福島　良治 関口　登
42 川口モーニング 川口東 1985年12月14日 田中　德兵衞 伊藤　愃六
43 川口中央 川口西 1986年5月12日 田中　德兵衞 秋山　博
44 大宮中央 大宮 1987年3月3日 佐野　康博 久保田　耕司
45 越谷東 越谷 1987年5月18日 佐野　康博 坂巻　幸次
46 浦和北東 浦和 1987年6月26日 佐野　康博 落合　豊
47 八潮イブニング 八潮 1988年6月24日 阿部　完市 小沢　貞助
48 上尾北 上尾西 1988年9月2日 金子　雅英 中村　秀夫
49 さいたま新都心 さいたま中央 1990年2月6日 坂巻　幸次 仁科　一二
50 越谷中 越谷北 1990年5月22日 坂巻　幸次 橋本　敏章
51 浦和中 浦和 1990年5月31日 坂巻　幸次 相川　曹司
52 三郷中央 三郷 1990年6月20日 坂巻　幸次 松井　廣司
53 川口むさし野 川口北東 1990年11月28日 石井　治 村田　和朗
54 庄和 春日部 1990年12月31日 石井　治 中村　和雄
55 鴻巣水曜 鴻巣 1992年5月13日 牧内　操 石田　俊男
56 大宮北東 大宮西 1992年6月17日 牧内　操 川村　平作
57 川口南 川口 1993年3月28日 半田　昭雄 大熊　不二
58 春日部南 春日部西 1993年6月18日 半田　昭雄 村田　睦幸

59 八潮みらい
八潮中央
八潮シティ

八潮
八潮イブニング

1994年6月6日 2012年2月23日
藤田　亘弘
田中　作次

木村　昭吉
成本　富夫

60 三郷ウエンズデー 三郷 1995年4月5日 田中　作次 岡庭　武利

61 草加中央
草加南
草加中央

草加
草加南

1995年4月18日 2015年1月1日
田中　德兵衞
田中　作次

田村　長一
須永　正夫

62 浦和ダイヤモンド 浦和東 1995年4月27日 田中　作次 久保　卓児
63 春日部イブニング 春日部 1995年5月30日 田中　作次 佐藤　勝夫
64 川口シティ鳩ヶ谷 鳩ヶ谷 1996年5月14日 仙﨑　昭信 稲垣　禮二
65 桶川イブニング 桶川 1997年6月30日 高窪　昭雄 寺岡　孝
66 大宮シティ 大宮 1998年6月30日 久世　晴雅 八木　隆男
67 幸手中央 幸手 1998年10月28日 高浜　彰男 滝原　征一郎
68 松伏 吉川 2000年6月16日 吉田　豊治 金井　孝夫
69 さいたま欅 さいたま中央 2004年5月5日 田村　亮夫 大橋　軍治
70 戸田イブニング 戸田西 2006年9月27日 飯野　雪男 明石　壽也
71 埼玉ゆず ― 2013年5月30日 田中　德兵衞 鶴見　裕
72 さいたま大空 ― 2013年11月25日 渡邊　和良 恵川　一成
73 吉川中央 ― 2017年9月14日 大貫　等
74 草加シティ ― 2017年12月21日 大貫　等
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