
競技名 団　名 練　習　日 ・　時　間 対　象 会　費 コ　メ　ン　ト

毎週水曜日　１９：００～２１：００

毎週土曜日　１３：００～１６：００

毎週日曜日　　９：００～１２：００

見附ドジャース
代表　斎藤　裕

0258-62-5357

毎週日曜日
４～１１月　８：３０～１２：００
１２～３月　９：００～１２：００

小学生
年会費　　   ７,０００円
母集団年額　２,０００円

自信はないけど、上手になれたらいいな、子供達の思いは無限です。楽しい野球が
最優先の見附ドジャースは、学区や学年を越えた仲間作りと、基本を大切に無理の
ない練習を継続します。生涯、スポーツが好きな人であって欲しい。指導者の願い
です。男子も女子も、みんな集まれ！
結団式：3月29日（日）９：００～　田井小学校

見附南JBC
団長　樺澤 直純
監督　荒川　佳之

090-4759-0551（樺澤）
090-8580-2254（荒川）

毎週土・日曜日　９：００～１２：００ 小学生 年会費　６,０００円

「♬野球⚾したい子、この指👆と～まれ♪楽しく♪笑顔(^^)/で」をモットーに。野球
の技術だけでなく、心で感じる礼節も子どもたちに伝えています。また、1年生から
6年生まで、学年も学区も越えた仲間づくりもできます。
”心をひとつに全員野球”興味のある方は、いつでも練習会場におこしください。電
話での問い合わせもお待ちしております。

毎週　火曜日　１９：００～２１：００

毎週　金曜日　１９：００～２１：００

毎週　土曜日　１7：００～19：００
（グラウンドでの練習の場合　9：00～12：00）

毎週　日曜日　１7：００～19：００
（グラウンドでの練習の場合　13：00～15：00）

※都合により時間変更の場合有り

月・水・木・土　　　１９：００～２１：００
（学年によって曜日が違います）

日曜日　８：００～１２：００
（低学年と高学年で時間が違います）

毎週月曜日　１９：３０～２１：３０

毎週金曜日　１９：３０～２１：３０

毎週日曜日　　９：３０～１２：００

毎週　日曜日　９：３０～１２：００

毎週　火曜日　１９：００～２１：００

随時　（学校で授業のない日時）

毎週月曜日　１９:３０～２１:００

毎週土曜日　９:００～１２:００

卓球
卓　　　球

代表　田伏　智
0258-62-3235

毎週土曜日　　９：３０～１２：００ 小学生 年額　４,０００円
卓球をやってみたい子集まれ！強くなりたい子は特別練習（火曜日夜）もします。
卓球大会にも参加します。

競技名 団　名 練　習　日 ・　時　間 対　象 会　費 コ　メ　ン　ト

毎週火・金曜日　１８：３０～２１：００

毎週土曜日　１３：００～１６：００

今町小学校 毎週月曜日　１９:００～２１:００
毎週木曜日　１９:００～２１:００
毎週土曜日　９:００～１２:００

毎週月・金曜日　１９:００～２１:００
毎週土曜日　９:００～１２:００

毎週月曜日　１９：0０～２１：0０

毎週木曜日　１９:００～２１:００

毎週土曜日　９：００～１２：００

青 嵐 塾 空 手 道
（将空会見附空手道）

代表　髙埜　修治
0258-42-2484

毎週月・金曜日　１９：００～２１：３０
年中・年長
小・中学生

高校生・一般
１ヶ月　２,０００円

空手道を通じ、学校教育、家庭教育の手助となり、社会貢献の一助になる事が出来
れば幸いです。また指導においては、礼と節を重んじながら、先輩後輩のコミュニ
ケーションや思いやりの気持ちを育てていけたらと願っております。申し込み、お問
い合わせ等は直接練習に会場へお越し下さい。見学や体験も随時受付けておりま
すのでお気軽にどうぞおいでください。

毎週木曜日　１９：００～２１：３０
（4月～12月）

毎週土曜日　１９：００～２１：３０
（1月～3月）

毎週：火・木・日曜日　１９：００～２１：１５
（初心者は20：30まで）

毎週：土曜日　９：３０～１１：１５

柔道
見 附 市 柔 道

代表　加藤　博
0258-62-0254

毎週月・水曜日　１９：１５～２０：５０ 幼児～小学生
1ヶ月

幼児　　      １,０００円
小学生以上　２,０００円

「礼節を重んじ、心と体を鍛え、強くて優しい人になろう」をモットーに練習に励んで
います。年２回の市内大会、県内各地の大会遠征があり過去にも立派な成績を残し
ています。子供たちの力量に合わせた指導を念頭に充実した活動に取組んでおりま
す。柔道をやってみませんか!!興味のある方はぜひ見学に来て下さい。事前連絡は
不要です。お待ちしてます。

毎週木曜日　１９：３０～２１：３０

毎週月曜日　１９：３０～２１：３０

毎週火曜日　１９：３０～２１：３０
（１２,１,２,３月はお休み）

毎週水曜日　１９：３０～２１：３０

毎週月・木曜日　１９：３０～２１：００

毎週土曜日　　　１５：３０～１７：００

見附市スポーツ少年団員大募集！
　　　　　　ゴールデンエイジのみんなへ
　　　　　　今しかできないことをやろう！！
　　　　　　それぞれの未来を切り拓くために…Let`s play sports.

会　場

野球

今 町 ふ た ば
代表　菅沼　健一

090-2239-3946

今町小学校
（グラウンド・体育館）

今町小学校　
１～６年生

年会費　５,０００円

上北谷運動広場
上北谷小学校
名木野小学校

（グラウンド・体育館）

サッカー

F　C　今　町
代表　高井　則男

090-5801-0444

今町小学校
（グラウンド・体育館）

今町中学校
（体育館）

団発足、１９年目、今町小学校1年～6年生の児童で活動しています。今年も新たな
目標に向かって、仲間を信じ力を合わせ声をかけ合い自信を持って活動します。そ
して、多くの方々から支えられている事に感謝の気持ちを忘れず”日々前進”チーム
一丸となり頑張ります。元気な”ふたばっ子”集まれ!!女の子も大歓迎です。
入団式：４月５日(日)9：30～　今町小学校体育館

田井小学校
（グラウンド・体育館）

く　　ず　　は
代表　志田　修

０８０－２３４８－５２５４

葛巻小学校
（グラウンド）

毎週土・日曜日　半日 小学生 直接ご確認下さい。

葛巻小学校を中心に、近隣の学校の児童と「考えて行動する」野球を目標に活動し
ています。学区・学年を超え、一緒に動き一緒に考える、そんな仲間を作ってみませ
んか？見学や体験、いつでもお待ちしています。また、「がんばれ！くずは！」という
blogで活動報告しています。ぜひご覧ください！

園児～
小学６年生

年会費
小学生　１８,０００円
園児　     ５,０００円

サッカー大好きな子供達が集まり楽しく活動中。活動を通じて個人技術の習得や
チームワークの大切さを学んでいきます。子供達が心身共に成長できるようにチー
ム一丸となり頑張っています。男女問いません。女の子も活躍中です。今町学区以
外でもOKです。いつでも見学・体験にお越しください。

見附FC U-12
代表　丸山　竜次

090-6947-3746

市内小学校体育館
運動公園グラウンド
北谷スポーツ広場

小学生全学年
男女不問

小学１年生　 　　 １ヶ月１,５００円
小学２年生以上　 １ヶ月２,０００円
年会費　前期、後期　各5,000円

サッカーを通してチームメイトやチームワークを大切に、子ども達が自分で考えて行
動できるように指導しています。他の学校の友達もできて明るいクラブです！
見学や体験も随時受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
詳しくは見附FC U-12で検索！

１ヶ月　１,０００円

楽しんでするのもよし、大会入賞を目指すのもよし、各自の目標に合わせて頑張っ
ています。育成会主催のレクリエーションがあり、ゲームをしたりと、学区、学年を越
えて仲間作りが出来ます。是非一度見学に来てみて下さい。定員30名まで。男子の
入団、大歓迎です。

今町地区体育館

見附小学校

ソフトテニス
見附市ソフトテニス　

代表　菊地　孝
0258-62-2530

運動公園テニスコート
（冬は今町地区体育館）

小学生

バドミントン
見附バドミントン

代表　内山　正次
0258-66-6692

総合体育館

小・中学生

年額　６,０００円

これまで何回も日本一になっています（佐賀市会場、旭川市会場、白子町会場、熊谷
市会場です）。全員の活動は週２回ですが選手希望者は各自の事情に合わせ、他の
日も活動します。日本ソフトテニス連盟や日本スポーツ少年団の有資格指導者が10
人おります。

室内ゲートボール場

運動公園テニスコート
室内ゲートボール

バレーボール 見　附　J　V　C
代表　佐藤　貴夫

見附小学校
小学

２年生以上
年額　６,０００円

「明るく、楽しく、元気よく」バレーボールを行っているチームです。バレーボールを
通して体力づくりや仲間づくりを目指しています。学校区に関係なく入団できま
す。いつでも練習を見にきて下さい。総合体育館他

総合体育館他

会　場

ミニ
バスケット

ボール

見 附 M B C
代表　増田　誠

090-3982-1901
見附小学校

見附ブレイブアローズ
代表　山﨑　政則

０９０－２７４０－５５４７

今町小学校

女子
小学１～６年生

小学　1～3年生
１ヶ月　５００円

小学　4～6年生
１ヶ月　１,０００円

女子ミニバスケットボールチームです。各種大会や交流会にも数多く参加させて頂
き、他チームとの交流も行っております。バスケットボールをやってみたい子ども
達、どんどん見学に来て下さい。いつでも大歓迎です。

今町ウィングス
代表　渋木　智

090-1655-1989

男子
小学

１～６年生

小学１～３年生
1ヶ月　５００円
小学４～６年生

1ヶ月　１,０００円

女子ミニバスチームを今町ウィングス、男子を見附ブレイブアローズとして１年生か
ら６年生まで活動しています。楽しい少年時代の社会生活を体験させ心と体の育成
をメインに行っています。バスケットボールをやってみたい子ども達、見学・入団お
待ちしています。学区を越えての子ども達も大歓迎です。

小学
１～６年生

小学１～３年生
1ヶ月　１,５００円
小学４～６年生

1ヶ月　２,０００円

男子ミニバスケットボールチームです。
活動を通じて個人技術の習得やチームワークの大切さを学んでいます。
バスケットボールに興味のある方はぜひ見学にお越し下さい。
いつでも見学や体験受け付けています。

見附小学校

空手

葛巻地区
コミュニティセンター

会派は国際糸東流空手道聖心会です。空手道の他に古武道である護身術、柔道、居
合道を教えています。世界会長の八段範師モハメッド・ヌルル・エラヒと7名の指導
者が空手の指導にあたっています。連合会大会・県大会・長岡市空連大会、スポ少大
会と各大会に参加し優秀な成績をおさめています。毎年、年に2回昇段昇級審査を
行っています。

私たち見附市空手道スポーツ少年団は、松濤館流という流派です。安全具をつけて
寸止めでポイントを取り合う組手、攻防の動きの優劣を競う形の2つの競技があり
ます。男女年齢を問わず安全にできる武道です。礼儀作法を身に付け挨拶・返事が
出来る様になる、自主性を持って行動する様になる事を目標としています。見学・
体験に来てください。

見附小学校

女子 今町小学校

年長
小・中学生

高校生
一般

月2,000円
（前・後期2回払い）

Y S I  永  羅  飛
今  町 空  手  道
代表　エラヒ　美砂子
0258-66-1062

今町小学校体育館

幼児 ～ 一般 1ヶ月　３,０００円

今町公民館

総合体育館

相撲
見 附 相 撲 教 室

代表　小泉　勝
090-2525-2543

市民相撲場

見 附 市 空 手 道
市民武道場
（練習室５）

週１回　１９：００～２１：００ 小・中学生 年額　３,０００円
相撲を通して、心と身体をきたえよう！わんぱく相撲全国大会は両国国技館の本土
俵にて開催されます。大相撲力士と同じ土俵を目指してがんばろう！見学はいつで
もお待ちしています！総合体育館

（練習室５）※冬季のみ

少林寺拳法
少 林 寺 拳 法

代表　吉田　繁勝
0256-98-4520

総合体育館（練習室４） 小・中学生
高校生
社会人

１ヶ月
小・中学生　　　 ３,０００円
高校生・社会人　３,５００円

小林寺拳法の技は、段階的に体系化されており、年齢、体力、性別に関係なく小学生
から大人まで無理なく習得できるようになっています。少林寺拳法は身心の鍛錬、
修養を目的とした武術であり、護身術です。毎年夏季には、地区大会、県大会に参加
しています。高校生、社会人の入会も歓迎します。見学は練習日であれば何時でも
歓迎します。

新潟公民館

スポーツ
チャンバラ

見附市スポーツ
チャンバラ協会
代表　千野　淳一郎

090-2668-4251

南中学校体育館
幼児～

大人まで

剣道を通じ身体を鍛え、礼儀を重んじ、健全な青少年を育成することを目的に活動
しています。
先ずは、お気軽に見学へお越し下さい。総合体育館（練習室５）

見附市スポーツ少年団へのお申込み・見学・お問い合わせは、各団体代表者へ直接の連絡か、下記にて承ります。
発行：見附市スポーツ少年団本部事務局 所在地：見附市月見台1-9-1（見附市総合体育館内） TEL：62-3661　FAX：62-1000

１ヶ月　　１,５００円

スポーツチャンバラ、通称スポチャン。体力・精神面の強化。武士道精神、フェアプ
レーを尊重し、さわやかな人間形成の場を目的としています。県大会をはじめ上・
中・下越オープン大会に参加、毎年見附市オープン大会も開催しています。又、横
浜・東京・富山等県外の大会にも参加しています。１ヶ月無料体験を随時行っていま
すので来てみませんか。

総合体育館（練習室５）

剣道
見 附 剣 道 会

代表　西川　大輔
0258-62-2400

見附西中学校体育館
小学生以上 1ヶ月　５００円

令和2年度


