


ＳＮＳアカウント

COMBOUNITY

     ◆：@COMBO_UNITY

■：@combo_unity

disegno

◆：@kudisegno710disegno

■：k.uiv.disegno 

KaNoHa Project

◆：@KaNoHa_Project
■ : project_kanoha

KAGAWA Maker

◆：@Kagawa_Maker
■：kagawa.maker

Bonsai Girls Project

     ◆：@bonsaigirlsp

    ■：bonsai.girls.project

AB-FLEX

         ◆：@AB-FLEX102
■：ab_flex__

H.O.P.

◆：@kagawa_uni
■：kadai_hop

団体名

◆：Twitter
■：Instagram
▼：LINE



ＳＮＳアカウント

Links United

◆：@linksunited2022 
■：kagawa_linksunited 

RAINBOW

◆：＠2022_rainbow
■：rainbow_2021nendo

TAKE-V

◆：@TAKE__V
■：ag_take___5

VBC

◆：VVabacca
■：vbc_vabacca

TRPG同好会

Discord:香川大学TRPG
サークル

Radio18

◆：@Radio18kagawa
■：radio18_kagawa

OGIJIMAプロジェクト　ここ
ぢから

◆：@OGIJIMAKOKO
■：ogikoko_0930

Kitahama Lab

◆：@kitahamalab
■：kitahama.lab



ＳＮＳアカウント

ゴルフ部

▼：オープンチャット香川
大学ゴルフ部

サイクリング部

◆：@Kagawa_Uni2021

シーズンスポーツ
サークル

◆：@ssc43th
■：@ssc44th

さかいで沙弥島
プロジェクト

◆：@shamijima
■：hashicafe

ギターアンサンブル部

■：k_giiiiiiiiiian

アカペラサークル
えいおん

◆：@acappellasing1
■：@a_on2010

ジャズ研Birdland

◆：@kadai_jazzken
■：kadai_jazzken

アイスホッケー部

◆@kgw_icehockey22
■：kagawa_univ_icehockey



ＳＮＳアカウント

ソフトテニス部

◆：@kadaisofttennis
■：kadai.soft_tennis

　　　ダンス部

◆：@kadaidance
■：kud_2021

チャリティーサンタ

◆@santa_kagawa 
■：charity_santa_kagawa

ひとまちリングプロジェクト

結。

◆：@hitomachiring

■：hitomachiringproject_yui

ハンドボール部

◆：男子@kagawa_u_hand
女子@udon7handball
■：kagawa_hand_

たどつまちlabo

◆：@tadotsulabo
■：tadotsu.machi.labo

ソフトボール部

◆男子@kagawa_soft
女子@kagawa_u_soft

■：男子kagawa_soft

女子kagawa_softjoshi

フットサル部

◆：@kfc_2022_
■：kagawa__kufc2022



ＳＮＳアカウント

ボート部

◆：@kagawarowing.

メルシー笑クラブ

◆：merci_show_club

ヨット部

◆：@kadaiyacht
■：kadaiyacht2022 　

kadaiyacht

綾川まちづくり
プロジェクトWith

◆：@Ayagawawith
■：ayagawawith

ワンダーフォーゲル部

◆：@wandervogel_K

まるてす

◆：@martesnew
■：martes_kagawa

ボクシング部

◆：@Kagawa_Boxing
■：kagawauniv.boxing

華道部

　◆：@kadaiflower
■：kadaiflowers



ＳＮＳアカウント

学生プログラミング
研究所

◆：@2021slp

空手道部

◆：@kadai_karate
▼：オープンチャット　香川
大学空手道部新歓用

軽音Bee

◆：@k_on_bee
■：k_on_bee 

剣道部

■：kadai.kendo

劇団empty

◆：@empty_melonsoda
■：empty_melonsoda

金融・証券研究会

■：finance_kagawa_university

球技同好会

◆：@R213966779
■：kyugi_dokoukai

ESS

▼：976piosm



ＳＮＳアカウント

硬式テニス部

◆：@kagawautennis
■：kagawa__tennis

香川大学サッカー部

◆：@kufc_v
■：kagawa.univ_soccer

香川大学
よさこい連風華

◆：@fuka22shinkan
■：@fuuka_shinkan22

香川大学
学生ESDプロジェクト

SteeeP
◆：@Steeep2

■：steeep.kagawa

香川大学
ローターアクトクラブ(RAC)

◆：@kagawa_rac
■：kagawa_rac

香川国際協力NGO 
U-dawn

◆：@U_dawnsince2021
■：u_dawn.since2021

硬式野球部

◆：@kagawa_baseball
■：kagawa.u.baseball

香川大学学生総合
防災無線局付属機関　
広報本部（かがらじ）

◆：@jr5yfw
■：jr5yfw



ＳＮＳアカウント

香川大学弓道部

◆：@oo_oo_oo_o_

香川大学
児童文化研究会

◆：@douken_kgw
     ■：doken_official2022

香川大学生物研究会

◆：@kagawaseibutu

香川大学放送部

◆：@kbckhk
■：kbc_kagawa.u

香川大学
表千家流茶道部

◆：@kgw_omote
■：kgw_omotesenke

香川大学合唱団

◆：@chorus_u_kagawa
■：kadaichorus

香川大学
競技かるた愛好会

◆：@karuta_udon

香川大学防犯
パトロール隊

◆：@KAGAWA_U_110
■：kgwu1100



ＳＮＳアカウント

合気道部

◆：@kadai_aiki
■：kadaiaikido

柔道部

◆：@kagawa_uni_judo

準硬式野球部

◆：@kuniv_junko
■：@kagawa_jyunko

女子バレーボール部
◆：@KagawaVBCgirls

■:@kagawa_volleyball_club

女子
バスケットボール部

◆：@kagawa_u_bsk
■：kagawa_u_bsk

写真部幸町キャンパス

◆:@photo_kagawa_u 

自転車サークル
クロワジエール

◆：@kcrc_croisiere
■ :kcrc_croisiere

          女子ラクロス部   
◆：@kagawa_lax2020
■ ：@kagawa_lax22



ＳＮＳアカウント

将棋部

◆：@kadai_shogi

吹奏楽団

◆：@kadaisuisou
■：kadaisuisou

瀬戸内カメラ部HOEK

◆：@hoek_scc
■：hoek_scc

生物研究会

◆：@kagawaseibutu

瀬戸内地域活性化プロ
ジェクト

      ■：kagawa_u
marugame_p
setp_kan_onji

少林寺拳法部

◆：@udon_uni_ksc
■：ksc_shorinjikempo

小豆島プロジェクト

◆：@hakuchosakate
■：mamep.sakate

聖書研究会 
        

■：kagawa.seiken



ＳＮＳアカウント

TESTA☆ROSSA

◆：@TESTA_shinkan
■：testa_rossa2021

男子バレーボール部

◆：@kgw_u_volley
■：kagawa_volleyball_club

男子ラクロス部

◆：@kagawa_dlax21
 ■：@kagawa_dlax22

軟式野球部

◆：@kgw_rubber_ball
■：kgw_rubber_ball

直島地域活性化
プロジェクト

◆：@naoshima_goo
■：naoshima_project

男子バスケットボール部

◆：@udn_bsk
■：kagawa_u_basketball

総合文芸部Pop'n

◆：@popn_info

美術部

◆：kadaibijyutsubu



ＳＮＳアカウント

法学研究会

◆：@houken_law 

遊戯銃同好会

◆：@kuscsub2020

裏千家茶道部

◆：@kgw_urasenke
■：kgw_urasenke

プロジェクト
佛生山らぼ

◆：blp1001_kagawa
■：blp1001.kagawa.univ

陸上競技部

◆：@tfc_Kagawa
■：kgwaaa.tf_official

野外活動部

◆：@yaken_kagawa

防災士クラブ/
機能別消防団

◆：@bousaishiclub
■：kagawauniv.bousaishiclub

        


