
２０１８全日本インカレ　パンフレット協賛候補リスト ２０１８．１．２６
番号 企業・団体名 関係性 担当
1 トヨタ自動車東日本株式会社 ＪＨＬ 宍倉
2 大崎電気工業株式会社 ＪＨＬ 宍倉
3 北陸電力 ＪＨＬ 宍倉（松木）
4 大同特殊鋼 ＪＨＬ 安田
5 トヨタ車体 ＪＨＬ 宍倉
6 豊田合成株式会社 ＪＨＬ 中川
7 湧永製薬株式会社 ＪＨＬ 下川
8 トヨタ紡織九州 ＪＨＬ 宍倉
9 琉球コラソン ＪＨＬ 下川
10 プレステージ・インターナショナル ＪＨＬ 楠本
11 北國銀行 ＪＨＬ 楠本
12 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 ＪＨＬ 樫塚
13 ＨＣ名古屋 ＪＨＬ 松木
14 三重バイオレットアイリス ＪＨＬ 楠本
15 大阪ラヴィッツ ＪＨＬ 中江
16 特定法人広島女子スポーツクラブ ＪＨＬ 楠本
17 オムロン ＪＨＬ 守本
18 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ＪＨＬ 楠本
19 大阪トヨタ自動車株式会社 大阪ラ協賛
20 矢野建設株式会社 大阪ラ協賛
21 株式会社兼廣 大阪ラ協賛 橋本
22 株式会社ウマテツ機工 大阪ラ協賛 守本
23 日本レヂボン株式会社 大阪ラ協賛
24 和光金属工業株式会社 大阪ラ協賛
25 八光自動車工業株式会社 大阪ラ協賛 福井
26 トラスコ中山株式会社 大阪ラ協賛
27 スポタカ 大阪ラ協賛
28 株式会社スーパーツール 大阪ラ協賛
29 旭建鉃工業株式会社 大阪ラ協賛
30 浜正機工株式会社 大阪ラ協賛 中川
31 株式会社テイクトップ 大阪ラ協賛 守本
32 株式会社水本機械製作所 大阪ラ協賛
33 オリオン株式会社 大阪ラ協賛
34 シンコ―スポーツ株式会社 大阪ラ協賛
35 バイタル工業株式会社 大阪ラ協賛
36 株式会社エムディー警備 大阪ラ協賛
37 サンキン株式会社 大阪ラ協賛
38 関西オートメイション株式会社 大阪ラ協賛 守本
39 トミタ産業株式会社 大阪ラ協賛 守本
40 株式会社ピカコーポレイション 大阪ラ協賛
41 谷口工業株式会社 大阪ラ協賛
42 アックスブレーン株式会社 大阪ラ協賛
43 株式会社ブロードリーフ 大阪ラ協賛
44 富士製砥株式会社 大阪ラ協賛
45 原口機工株式会社 大阪ラ協賛
46 河田機工株式会社 大阪ラ協賛
47 宇野株式会社 大阪ラ協賛
48 サカイ工機株式会社 大阪ラ協賛
49 出場チーム64大学 出場大学
50 京都大学体育会ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体
51 京都府立医科大学ハンドボール部同門会 所属大学関連団体岸本
52 同志社大学体育会ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体守本
53 龍谷大学体育局ＯＢＯＧ一同 所属大学関連団体杉本
54 大阪経済大学送球部ＯＢ会 所属大学関連団体福井
55 大阪大学ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体
56 関西学院大学体育会ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体加納
57 武庫川女子大学ハンドボール部保護者会ＯＧ会所属大学関連団体樫塚
58
59
60



61 株式会社モルテン リーグ戦協賛企業 寺内
62 ミカサ リーグ戦協賛企業 寺内
63 ミズノ リーグ戦協賛企業 寺内
64 ＳＳＫヒュンメル リーグ戦協賛企業 寺内
65 日刊スポーツ リーグ戦協賛企業 中江
66 株式会社スポーツタイガー リーグ戦協賛企業 寺内
67 岸田スポーツ リーグ戦協賛企業 寺内
68 京王観光株式会社 リーグ戦協賛企業 寺内
69 阪急交通社 リーグ戦協賛企業 加納
70 前田通商株式会社 リーグ戦協賛企業 寺内
71 株式会社賃貸住宅センター リーグ戦協賛企業
72 株式会社モリシタ 協賛実績あり企業 守本
73 有限会社魚重食品 協賛実績あり企業 守本
74 株式会社方祥 協賛実績あり企業
75 堺ハンドボール連盟　ハンドボール三国丘クラブ 協賛実績あり企業 寺内
76 野里電気工業株式会社 協賛実績あり企業 吉田博二
77 熊谷組 協賛実績あり企業 吉田博二
78 近畿日本ツーリスト株式会社　京都支店・京都教育旅行センター 協賛実績あり企業 吉田博二
79 スバルショップ山城 協賛実績あり企業
80 株式会社巧芸社 協賛実績あり企業 吉田博二
81 株式会社田中食品興業所 協賛実績あり企業
82 真生電気工業株式会社 協賛実績あり企業 吉田博二
83 丸加金属工業所 協賛実績あり企業 守本
84 株式会社北山造園 協賛実績あり企業 吉田博二
85 株式会社長谷川建築デザイン 協賛実績あり企業 吉田博二
86 有限会社ＫＮＦコーポレーション 協賛実績あり企業
87 株式会社アクティオ　 協賛実績あり企業
88 株式会社朝日組 協賛実績あり企業
89 アシックス 協賛実績あり企業
90 ユニバーサル株式会社 協賛実績あり企業
91 メンバーズ　エピ 協賛実績あり企業
92 滋賀石油株式会社 協賛実績あり企業
93 蓬莱 協賛実績あり企業 加納
94 トランジスター 協賛実績あり企業
95 渡作株式会社ＩＭＰＡＬハンドボール事業部 協賛実績あり企業
96 ホテルクライトン江坂 一般企業 寺内
97
98
99
100

※その他、学連傘下大学が分担金として３万円を負担する代わりに協賛企業を募集する。
※ミニミニ等、全日本学連協賛企業には募集することができません。



２０１８全日本インカレ　パンフレット協賛候補リスト ２０１７．１２．９
番号 企業・団体名 関係性 担当
1 トヨタ自動車東日本株式会社 ＪＨＬ 宍倉
2 大崎電気工業株式会社 ＪＨＬ 宍倉
3 北陸電力 ＪＨＬ 宍倉（松木）
4 大同特殊鋼 ＪＨＬ 安田
5 トヨタ車体 ＪＨＬ 宍倉
6 豊田合成株式会社 ＪＨＬ 中川
7 湧永製薬株式会社 ＪＨＬ 下川
8 トヨタ紡織九州 ＪＨＬ 宍倉
9 琉球コラソン ＪＨＬ 下川
10 プレステージ・インターナショナル ＪＨＬ 楠本
11 北國銀行 ＪＨＬ 楠本
12 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 ＪＨＬ 樫塚
13 ＨＣ名古屋 ＪＨＬ 松木
14 三重バイオレットアイリス ＪＨＬ 楠本
15 大阪ラヴィッツ ＪＨＬ 中江
16 特定法人広島女子スポーツクラブ ＪＨＬ 楠本
17 オムロン ＪＨＬ 守本
18 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ＪＨＬ 楠本
19 大阪トヨタ自動車株式会社 大阪ラ協賛
20 矢野建設株式会社 大阪ラ協賛
21 株式会社兼廣 大阪ラ協賛 橋本
22 株式会社ウマテツ機工 大阪ラ協賛 守本
23 日本レヂボン株式会社 大阪ラ協賛
24 和光金属工業株式会社 大阪ラ協賛
25 八光自動車工業株式会社 大阪ラ協賛 福井
26 トラスコ中山株式会社 大阪ラ協賛
27 スポタカ 大阪ラ協賛
28 株式会社スーパーツール 大阪ラ協賛
29 旭建鉃工業株式会社 大阪ラ協賛
30 浜正機工株式会社 大阪ラ協賛 中川
31 株式会社テイクトップ 大阪ラ協賛 守本
32 株式会社水本機械製作所 大阪ラ協賛
33 オリオン株式会社 大阪ラ協賛
34 シンコ―スポーツ株式会社 大阪ラ協賛
35 バイタル工業株式会社 大阪ラ協賛
36 株式会社エムディー警備 大阪ラ協賛
37 サンキン株式会社 大阪ラ協賛
38 関西オートメイション株式会社 大阪ラ協賛 守本
39 トミタ産業株式会社 大阪ラ協賛 守本
40 株式会社ピカコーポレイション 大阪ラ協賛
41 谷口工業株式会社 大阪ラ協賛
42 アックスブレーン株式会社 大阪ラ協賛
43 株式会社ブロードリーフ 大阪ラ協賛
44 富士製砥株式会社 大阪ラ協賛
45 原口機工株式会社 大阪ラ協賛
46 河田機工株式会社 大阪ラ協賛
47 宇野株式会社 大阪ラ協賛
48 サカイ工機株式会社 大阪ラ協賛
49 出場チーム64大学 出場大学
50 京都大学体育会ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体
51 京都府立医科大学ハンドボール部同門会 所属大学関連団体岸本
52 同志社大学体育会ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体守本
53 龍谷大学体育局ＯＢＯＧ一同 所属大学関連団体杉本
54 大阪経済大学送球部ＯＢ会 所属大学関連団体福井
55 大阪大学ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体
56 関西学院大学体育会ハンドボール部ＯＢ会 所属大学関連団体加納
57 武庫川女子大学ハンドボール部保護者会ＯＧ会所属大学関連団体樫塚
58
59
60



61 株式会社モルテン リーグ戦協賛企業 寺内
62 ミカサ リーグ戦協賛企業 寺内
63 ミズノ リーグ戦協賛企業 寺内
64 ＳＳＫヒュンメル リーグ戦協賛企業 寺内
65 日刊スポーツ リーグ戦協賛企業 中江
66 株式会社スポーツタイガー リーグ戦協賛企業 寺内
67 岸田スポーツ リーグ戦協賛企業 寺内
68 京王観光株式会社 リーグ戦協賛企業 寺内
69 阪急交通社 リーグ戦協賛企業 加納
70 前田通商株式会社 リーグ戦協賛企業 寺内
71 株式会社賃貸住宅センター リーグ戦協賛企業
72 株式会社モリシタ 協賛実績あり企業 守本
73 有限会社魚重食品 協賛実績あり企業 守本
74 株式会社方祥 協賛実績あり企業
75 堺ハンドボール連盟　ハンドボール三国丘クラブ 協賛実績あり企業 寺内
76 野里電気工業株式会社 協賛実績あり企業 吉田博二
77 熊谷組 協賛実績あり企業 吉田博二
78 近畿日本ツーリスト株式会社　京都支店・京都教育旅行センター 協賛実績あり企業 吉田博二
79 スバルショップ山城 協賛実績あり企業
80 株式会社巧芸社 協賛実績あり企業 吉田博二
81 株式会社田中食品興業所 協賛実績あり企業
82 真生電気工業株式会社 協賛実績あり企業 吉田博二
83 丸加金属工業所 協賛実績あり企業 守本
84 株式会社北山造園 協賛実績あり企業 吉田博二
85 株式会社長谷川建築デザイン 協賛実績あり企業 吉田博二
86 有限会社ＫＮＦコーポレーション 協賛実績あり企業
87 株式会社アクティオ　 協賛実績あり企業
88 株式会社朝日組 協賛実績あり企業
89 アシックス 協賛実績あり企業
90 ユニバーサル株式会社 協賛実績あり企業
91 メンバーズ　エピ 協賛実績あり企業
92 滋賀石油株式会社 協賛実績あり企業
93 蓬莱 協賛実績あり企業 加納
94 トランジスター 協賛実績あり企業
95 渡作株式会社ＩＭＰＡＬハンドボール事業部 協賛実績あり企業
96 ホテルクライトン江坂 一般企業 寺内
97
98
99
100

※その他、学連傘下大学が分担金として３万円を負担する代わりに協賛企業を募集する。
※ミニミニ等、全日本学連協賛企業には募集することができません。


