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伊豆の国市スポーツ少年団団員
募集

団体名 活動日 活動場所 特記事項 問合せ

韮山バレーボール
月曜日 18：30～ 20：30 韮山小体育館 小学生女子 随時見学・体験・

入団可、
週１回の練習も可

山本 宝
☎ 055-949-0619

木曜日 18：30～ 20：30 長岡体育館
土曜日 9：00～ 16：00 韮山南小体育館ほか

長岡ジュニア
バレーボール
クラブ

月・水・金曜日
　　　18：00～ 20：00

長岡体育館
長岡北小体育館

小学生女子 随時見学・入団可、
週１回の練習も可

宮田貫志
☎ 090-6646-2011

伊豆の国クラブ
（バレーボール）

月・木曜日
　　　19：00～ 20：30

長岡南小体育館
長岡北小体育館

小学生（男女不問）、学年に応
じて指導、随時見学・入団可、
ソフトバレーボールも実施、週
１回の練習も可

田村清久
☎ 055-949-4951土・日曜日

　　　9：00～ 16：00 長岡南小体育館ほか

伊豆の国ヤング
バレーボール
クラブ

水曜日 19：00～ 21：00 大仁北小体育館 小学校高学年～中学生（男女
不問）随時入団可

岩谷季之
☎ 0558-76-0857

伊豆の国リトル・
キャッツ

火曜日 19：00～ 21：00 大仁地区の体育館 小学生（男女不問）随時見学・
体験・入団可
週１回の練習も可

西島 至
☎ 0558-76-1461土曜日 13：00～ 17：00 大仁体育館

伊豆長岡
ウィングス野球

土曜日 8：00～ 12：00

江間グラウンド

伊豆長岡地区の小学生（男女不
問）随時見学・体験・入団可
入団説明会：4 月 24 日（日）
9：00～江間グラウンド
　＊予備日 4月 29日（祝）

鈴木 誠
☎ 055-947-2012日曜日・祝日

　　　9：00～ 17：00

大仁パワーズ野球

土曜日① 8：30～ 17：00
　　　② 13：30～ 17：00 大仁小グラウンド

さつきケ丘公園

土曜日①は高学年、②は低学年、
日・祝日は全学年
大仁小に通う小学生（男女不問）
随時体験・入団可

田中芳郁
☎ 090-2184-0980日曜日・祝日

　　　8：30～ 17：00

韮山コスモス　
（野球）

土・日曜日・祝日
　　　9：00～ 16：30

韮山運動公園野球
場・多目的広場、
韮山南小グラウン
ドほか

韮山地区の小学生（男女不問）
随時見学・体験・入団可
入団説明会：4 月 23 日（土）
10：00 ～ 12：00 韮山南小グ
ラウンド
4 月 29 日（ 祝 ）10：00 ～
12：00、14：00 ～ 16：00
韮山運動公園多目的広場

野口 晃
☎ 055-949-7595

大仁ノース
（野球）

土曜日 13：30～ 17：00

大仁北小グラウンド
大仁北小に通う 1～ 4年生（男
女不問）、大仁北小入学予定の年
長園児 随時体験・入団可

松下 剛
☎ 0558-76-6145日曜日・祝日

　　　9：00～ 12：00

大仁北サッカー
クラブ

土曜日 8：00～ 12：00
大仁北小グラウンド 年長園児～小学 6年生（男女不

問）随時見学・体験・入団可

長坂英右
☎ 0558-76-0428
☎ 090-4796-3538

日曜日・祝日
　　　13：00～ 17：00

韮山少年
サッカークラブ

土・日曜日・祝日
　　　9：00～ 12：00

韮山小グラウンド
韮山南小グラウンド
韮山運動公園多目
的広場

韮山地区の小学生、市内他地区
の入団希望者は協議
入団説明会：
4 月 9 日（土）9：30 ～韮山
小体育館 2階

杉山弘之
☎ 055-949-4766

長岡サッカー

①月曜日 18：00～ 20：00

長岡南小グラウンド

①は小学 4～ 6年生、②は 2～
4 年生、③④は 5～ 6 年生、⑤
は園児～ 3年生の練習日
伊豆長岡地区の小学生（男女不問・
園児も可）随時見学・体験・入団可

前出利章
☎ 055-948-6112

②水曜日 18：00～ 20：00
③木曜日 18：00～ 20：30
④土曜日 18：00～ 20：30
⑤日曜日 17：00～ 19：00

大仁少年
サッカークラブ

水曜日 19：00～ 21：00 大仁小グラウンド 市内在住の小学生（男女不問）
随時見学・体験・入団可

若林真行
☎ 0558-77-0244土曜日 13：30～ 16：30 神島グラウンド

やる気ある新しい仲間を募集します。見学や体験入団なども行

われますので、興味のある人はぜひ足を運んでみてください。

詳しい内容や入団方法については、各団へお問い合わせください。

　なお、すでに入団している人は、申し込む必要はありません。

団体名 活動日 活動場所 特記事項 問合せ

伊豆長岡ミニバス
ケットボール

月・木曜日
　　　18：45～ 21：00

長岡中体育館 伊豆長岡地区の小学生（男女不
問）、土曜日は第 2・第 4 のみ
練習、随時見学・体験可

山中島 博
☎ 055-948-5216土曜日 8：45～ 12：00 長岡南小体育館

大 仁 ミ ニ バ ス
ケットボール

水曜日 19：00～ 21：00
大仁地区体育館 大仁地区の小学生（男女不問）、 

随時入団可
秋山裕美
☎ 0558-77-0506土曜日 9：00～ 12：00

韮山フェニック
ス（ミニバス）

土・日曜日
　　　13：00～ 17：00

韮山小体育館ほか

水曜日は 3年生以上、
韮山地区の小学生（男女不問）、
随時入団可
入団説明会：4 月 16 日（土）
14：00～韮山小体育館

高氏博章
☎ 055-949-0200

水曜日 17：00～ 19：00

韮山ジュニア
テニスクラブ

火曜日 19：00～ 21：00 韮山小体育館
韮山地区の小学 3 年生（男女
不問）
入団説明会：
4 月 19 日（火）19：15 ～韮
山小体育館 2階

小川正博
☎ 055-949-3702

日曜日 10：00～ 12：00 韮山テニスコート

韮山走ろう会 月曜日 19：00～ 21：00 韮山運動公園多目
的広場

市内の年長児～中学生（男女不問）
申込み受付：
4 月 11 日（月）、18 日（月）、
25 日（月）の練習時に韮山運
動公園多目的広場にて受付

平野雄己
☎ 055-949-3651

伊豆長岡
ＡＣ陸上

火・金曜日
　　　19：00～ 21：00 長岡南小グラウンド

市内の小学生（男女不問）、火曜
日は小学 3～ 6年生、金曜日は
小学 1～ 6年生の練習日、
随時入団可

中村恵子
☎ 055-948-2320

伊豆の国
少林寺拳法

水・土曜日
　　　19：00～ 20：30

長岡体育館剣道場
江間専用道場

年長園児以上（男女不問）、随時
見学・入団可

斉藤政実
☎ 055-948-2180

空手道教室 金曜日 19：00～ 21：00 韮山南小体育館

市内の園児～大人（男女不問）、
随時見学可
申込み受付：毎週金曜日の練習
時、韮山南小体育館にて受付

遠藤誠司
☎ 055-949-5931

伊豆長岡
剣道

月・木曜日
　　　19：00～ 20：30

長岡体育館剣道場

市内の小学生～大人（男女不問）、
第 3月曜日は休み、随時見学・
入団可、
防具ほか貸与可

久保田裕明
☎ 055-948-1869

大仁少年剣道部
水・金曜日
　　　19：00～ 20：30

大仁武道館
年長園児以上（男女不問）随時
見学・入団可
防具ほか貸与可

古屋初美
☎ 0558-76-2430

錬成館剣道 火・土曜日
　　　19：00～ 20：30 韮山南小体育館

市内の園児～大人（男女不問）
随時見学・入団可
防具ほか貸与可

杉山宗昭
☎ 055-949-0574

韮山剣道教室
水・木曜日
　　　19：00～ 20：30 韮山体育館剣道場

市内の園児～大人（男女不問）、
水曜日は剣道形のみ（自由参
加）、随時見学・入団・時間相
談可、防具ほか貸与可

石井 豊
☎ 055-949-0414

土曜日 18：30～ 20：30

伊豆長岡柔道
火・木・金・土曜日
　　　19：00～ 21：00

長岡体育館柔道場
金曜日は小学 3年生以上、
祝日は休み、
随時入団可

岩澤勇治
☎ 055-948-3144

韮山柔道教室
木曜日 19：00～ 20：00

韮山体育館柔道場 市内の園児～小学 6年生（男女
不問）、随時見学・入団可

神田直己
☎ 090-9895-9938

火・金曜日
　　　19：00～ 21：00

伊 豆 の 国 チ ア
リ ー デ ィ ン グ
チーム

木曜日 18：00～ 20：00
大仁小体育館
大仁北小体育館

小学 1年生～中学 1 年生（男女
不問）、木・日曜日体操教室開催
後・自由参加、随時見学・入団可

相原健二
☎ 090-8544-3895土曜日 14：30～ 18：30

日曜日 13：00～ 15：00


