
　

　　　　※新型コロナウイルスの影響のため、活動場所等が変更となっている場合があります。詳細は各団の連絡先までお問合せください。

種目 団　体　名 活　動　日　時 活　動　場　所 会　費 コ　メ　ン　ト 連絡先 電話

小高剣道スポーツ少年団 毎週土曜日：14:00～17:00 一栄館道場 無料
小さな子から大人、初心者の方まで大歓迎です。
ママさん剣士も所属しています。

佐藤　美和 26-9275

鹿島剣友会ジュニア
スポーツ少年団

毎週火・木曜日：18:30～20:00 鹿島中学校 年額12,000円
（各種イベント）年3回の親子でのお楽しみ会
団のモットー「わんぱくでもいい、一本筋入の子に！！」
保護者と指導者で楽しく子育てをします。幼稚園から入会できます。

濵名　潤子 090-4633-9779

大甕剣道スポーツ少年団 毎週火・金曜日：19:00～21:00
大甕小学校体育館
原町第三中学校体育館

月額1,000円
入会金1,500円（保険料含む）

(各種イベント)土用稽古、新年会、研修旅行等
幼児から大人まで募集しています。未経験でも大丈夫です。
防具貸出有。いつでも見学OKです。一緒に楽しみましょう！！

小野　幸枝 080-5574-4896

原町剣道スポーツ少年団
毎週月曜日：19:00～20:30
　　土曜日：18:30～20:00

栄町柔剣道場
無料～有料

（３つのプランから選択）

剣士隊、全集中で募集中キャンペーンやってます。
詳しくはホームページをご覧ください。「南相馬　剣道」で検索。
https://minamisoma-kendo.com

山田　文章 090-3125-0882

原町栄町剣道スポーツ少年団
毎週火曜日：18:30～20:00
　　木曜日：18:00～20:00
　　土曜日：15:00～18:00

栄町柔剣道場 無料
（各種イベント）鏡開き、納会、各種試合、交流錬成会
正月、神社で鏡開き、幼稚園児・小学生・中学生と一緒に練習をやります。
楽しく一生懸命剣道をやっています。是非見にきてください。

岩橋　嘉也
090-8424-5430

25-3389（大町調剤薬局）

清剣舘剣道スポーツ少年団
毎週月・木曜日：18:00～19:30
　　水・土曜日：18:00～20:00

清剣舘道場
月額2,500円

入会金1,000円

（各種イベント）寒稽古、夏合宿、クリスマス会、団内試合、立切り（６年生・1時間）、年5～8回の試合参加

剣道を通して自己主張ができ、集団生活の大切さを重視し、中学生は小学生に、上級生は下級
生に指導することにより、団員の輪の大切さを実感できます。

小林　清利
22-8886

090-3648－２６７９

高平少年剣道クラブ
スポーツ少年団

毎週木曜日：19:00～21:00 高平生涯学習センター
月額1,000円

防具レンタル料1,000円/年

（各種イベント）部内大会、夏合宿、納会、豆まき等
剣士募集中！！幼児も大歓迎です。
ぜひ一度、遊びに来てみてください。

鈴木　孝洋
22-7368

090-2027-8201

空手
＆スラックライン

みなみそうま空手道
スポーツ少年団

毎週月曜日：18:30～20:00
　　木曜日：18:00～19:30

原町第三小学校体育館
鹿島小学校体育館

月額1,500円 （各種イベント）クリスマス会、野外活動、スポーツチャンバラ
柔軟性・敏捷性・活発性を養います。

松本　敏一 070-3985-4693

原町空手道スポーツ少年団
毎週火曜日：18:00～19:30
　　土曜日：18:00～20:00

原町第一小学校
小川町体育館

月額1,500円
（各種イベント）クリスマス会、鏡開き、合同練習会等
「元気よく！礼儀よく！」空手道を通して社会生活のルールを守り、元気に返事・挨拶ができ
る子どもの育成をモットーに稽古しています。

佐藤　隆伸 090-7527-5674

日本空手道糸洲会　南相馬支部
スポーツ少年団

毎週金曜日：19:00～20:30
　　日曜日：10:00～14:00
※前半・後半　クラス分け

原町第三小学校
栄町柔剣道場

月額2,000円（兄弟割引あり）
（各種イベント）合宿、クリスマス会、野外活動、イベント自由参加です。
～鍛えよう、心とからだ～をモットーに幼児から青年まで「礼と節」が自然と身につくような
指導をしています。お気軽にどうぞ。Facebook も見てください。コロナに負けないぞ！！

中村　博之 090-6292-8639

柔　道 原町柔道スポーツ少年団 毎週水・土曜日：19:00～20:30 栄町柔剣道場
年額12,000円
入会金2,000円

（各種イベント）試合、交流大会等
柔道を通じて礼儀作法を学んだり、体力向上、仲間づくり、上達の喜び、負ける悔しさなども
学べます。強くなることも大事ですが、人としての成長を大切にしている道場です。

今田　正人 22-3754（今田接骨院）

キックボクシング
＆総合格闘技

KID`S CLUB GACHI
スポーツ少年団

毎週月・金曜日：19:00～21:00 栄町柔剣道場
月額1,000円

入会金2,000円
(スポーツ保険込)

・心身共に強くなれるような子どもの育成
・格闘技というスポーツを通じ、しっかりと挨拶の出来る子どもを育てる
・自分に負けない心と護身技術のサポート

鈴木　　亮 090-7567-3512

体　操 原町コスモ体操
スポーツ少年団

毎週土・日曜日：15:00～18:00
※時間の変更あり

南相馬市スポーツセンター
小川町体育館
原町第三小学校など

年額2,000円（幼児）
年額12,000円（小中学生）
入会金1,000円（１家族）

床運動、とび箱、鉄棒などの体操競技の練習をしています。
他に、トランポリン、スラックライン、体幹トレーニングなどもやっています。

伏見　文芳 090-2994-4613

陸上競技 野馬追ランニング
スポーツ少年団

毎週日曜日：9:30～11:00 東ヶ丘公園（博物館前）
年額1,500円

（保険・登録料預り金）
ランニングで健康な体と体力づくりを進め、各自がそれぞれの目標を持って、
仲間と共に楽しく活動しています。

木幡　雅喜 080-6017-5654

ドッジボール 鹿島文化スポーツ少年団 毎週火・金曜日：19:00～20:30 八沢小学校体育館 月額2,000円
（各種イベント）大会参加、ボーリング、合宿、クリスマス会、卒業生を祝う会
ドッジボールが好きな仲間と、元気よく、仲良く活動しています。
うまくなりたい子どもは見学からどうぞ。

堀　　耕平 080-3140-5828

原一Jrバレーボールクラブ
スポーツ少年団

毎週火・木曜日：18:00～20:00
　　　　土曜日：9:00～12:00

原町第一小学校体育館
小川町体育館 月額1,000円 体づくりをしながら、楽しく元気にバレーボールをしています。

興味のある方は一度見学に来てください。
早川　真由美 090-8258-9126

高平ジュニアバレーボール
スポーツ少年団

毎週月・火曜日：18:00～20:00
　　　　土曜日：9:00～11:30

高平小学校体育館 月額1,000円
（各種イベント）親子ふれあい研修会、ソフトバレーボール
男女楽しく活動しています。いつでも見学、体験できますので、
一緒にバレーをやってみませんか。

佐々木　さゆり 090-5599-2814

みなみそうま男子バレー
スポーツ少年団

毎週月・水曜日：18:30～21:00
　　　　金曜日：18:00～21:00

石神第二小学校体育館 月額2,000円
（各種イベント）8月：バーベキューの実施
団員・保護者共に和気あいあいと活動しています。
初心者大歓迎です。

岩間　永吉 080-5554-4714

原三バレーボールスポーツ少年団
毎週月・木・金曜日：19:00～21:00
　　　　　   土曜日：13:30～17:30

原町第三小学校 月額 検討中

（各種イベント）ソフトバレーボール、クリスマス会等
幼児から小学３年生までの１０名で元気よく活動を行っています。
運動が好きな子ども、バレーボールに興味のある子ども、大歓迎です。
仲間とのバレーボールを通じて、友情・強い心を育みます。

佐藤　祐一 090-4882-0620

南相馬Ｊｒバレーボール
スポーツ少年団

毎週月・木曜日：18:30～21:00
　　　　土曜日：８:３0～12:00

原町第一小学校
原町第二小学校
上真野小学校

月額3,000円
（各種イベント）クリスマス会、６年生を送る会
私たちスポーツ少年団は、南相馬市（原町区、鹿島区、小高区）どこの小学校からでも入団で
きます。私たちと一緒にバレーボールを楽しみましょう。

林　　　充 090-4047-4978

鹿島バスケットボール
スポーツ少年団

毎週火・金曜日：18:30～20:30
　　　　土曜日：13:00～17:00

上真野小学校体育館 月額1,000円
入会金3,000円（保険料ほか）

（各種イベント）クリスマス会、6年生を送る会
バスケをやってみたい人は一度体験に来てください。

五十嵐　はるみ 090-3642-8298

原町ミニバスケットボール
スポーツ少年団

毎週火・金曜日：18:30～21:00
　　　　土曜日：15:00～17:00

原町第二小学校体育館 年額16,000円
（各種イベント）年2回の公式戦、ちびっこ大会、県内外への遠征、練習試合など
今年度より、年長、低学年（女子も可）向けのミニバスケットボール教室を実施します。（土
曜日開催）そちらも興味がある方はご連絡ください。南相馬市の学校関係なく入団できます。

青田　和幸 090-5837-8241

原町女子MBC
スポーツ少年団

毎週火・木曜日：18:30～20:30
　　　　土曜日：17;30～20:30

原町第二小学校体育館
月額1,000円

入会金3,000円（スポ少保険料）

（各種イベント）クリスマス会、卒団式、各種大会出場
明るく・元気なバスケットボール大好きエンジェル！
体験入部大歓迎です！

垂石　有二 090-9110-1593

原町バスケットボールクラブ
スポーツ少年団

毎週火・木曜日：19:00～20:30 石神中学校体育館 月額1,000円 公認指導員がていねいに教えます。 高田　一夫 090-7792-5000

鹿島MBC
スポーツ少年団

毎週木・金曜日：18:30～20:30
　　　　土曜日：13;０0～17:00

鹿島小学校
月額2,000円

入会金3,000円

（各種イベント）各種遠征、クリスマス会、卒団式
低学年の子も多く、毎週楽しくバスケットボールをしています。
様々な楽しい行事があるので、ぜひ一緒にバスケットボールをしましょう！

五賀　明日香 080-2820-2410

鹿島SCスポーツ少年団
毎週月曜日：19:00～21:00
　　日曜日：9:00～12:00

鹿島小学校体育館
鹿島小学校校庭

月額１,５00円
（各種イベント）バーベキュー、クリスマス会等
鹿島区で、サッカーを始めるきっかけを提供しています。見学や体験、お待ちしています。
強い体と自主性や自立性も身に付きます。

佐瀬　伯也 090-8929-2261

FC原一サッカースポーツ少年団
毎週火・木曜日：19:00～20:30
　　　　金曜日：19:00～20:30

原町第一小学校グラウンド
原町第一小学校体育館

年額18,000円
入会5,000円

（登録料・保険料）

（各種イベント）入団式、卒団式
サッカーを通じて、体を動かす楽しさやスキルアップ、体力向上を目指しています。
特に礼儀と挨拶を学んでもらってます。

安久津　禎史 080-5227-0468

大甕サッカースポーツ少年団
毎週土曜日：9:00～12:00
　　　　　　18:00～21:00
　　日曜日：9:00～12:00

大甕小学校グラウンド
大甕小学校体育館
小高小学校グラウンド

年額20,000円
（各種イベント）長野・秋田遠征、親子フットサル大会、バーベキュー、クリスマス会など
少ない人数ですが、毎週楽しく元気いっぱい活動しています。
活動を通して、子ども達の成長を楽しみながら見守っていきます。

末永　　亨 090-3366-1003

南相馬FCスポーツ少年団
毎週火・木曜日：18:30～20:30
　　　　土曜日：13:00～16:00

石神第二小学校体育館
石神第二小学校校庭

月額2,500円
市内４つの小学校から、サッカー好きの子どもたちが集まって活動しています。
女の子、初心者の方でも大歓迎です。まずは見学を！！

吉田　茂秋 090-8925-2297

原町サッカークラブ
スポーツ少年団

毎週土・日曜日：9:00～12:00
高平小学校グラウンド
南相馬市サッカー場

年額5,000円 （各種イベント）市サッカー協会のサッカー大会出場
市内の小学生および、小学生以下、中学生、高校生も募集します。

八巻　章夫 090-2993-5540

原町ジュニア・メッツ
スポーツ少年団

毎週月・水・木・金：16:30～18:30
　　　　　　土・日：9:00～15:00

原町第一小学校校庭
北新田第一運動場

前期10,000円
後期10,000円

（各種イベント）クリスマス会など
県大会において準優勝3回、東北大会2回出場しました。

佐藤　英雅 090-1938-9318

原町Ｆ・ラークス
スポーツ少年団

毎週水曜日：19:00～21:00
　　土曜日：8:30～12:00
　　日曜日：8:00～12:00

石神第一小学校
原町第二小学校
石神第二小学校

年額15,000円
令和３年。野球を始めてみませんか！
基本から丁寧な指導と、楽しい仲間が待っています！！チームスポーツならではのことが学べ
ます！！　さあ、今から始めよう！！

佐藤　　透 080-6023-7968

石神ライガース
スポーツ少年団

毎週水曜日：19:00～21:00
　　土曜日：8:30～12:00
　　日曜日：8:00～12:00

石神第一小学校
原町第二小学校
石神第二小学校

年額20,000円
野球を通じて「強い体力」・「責任を果たす」・「礼儀正しく」・「仲良く協力する」
子どもを育てる事を目指して活動しています。現在は原町F・ラークススポーツ少年団
と一緒に活動しています。見学・入部は随時可能です。

渡部　浩文 090-4557-１８０６

南相馬ボーイズ
スポーツ少年団

毎週土・日曜日：9:00～17:00 北新田野球場 月額10,000円
礼儀を大事に、一生懸命野球に打ち込んでいます。
（中学生硬式野球）

菅野　弘陽 23-4065

SFブルーインパルス
スポーツ少年団

毎週水曜日：18:00～20:00
　　土曜日：9:00～15:00
　　日曜日：9:00～15:00

小川町体育館
北新田運動場

月額1,700円
入会金3,000円

（各種イベント）納涼会、クリスマス会、卒団式
現団員１４名（うち女子2名）で活動しています。随時見学できます。
グローブ、バッドの貸出もあります。

渡邉　文智 090-4554-1951

原町ソフトテニス
スポーツ少年団

毎週木曜日：19:00～21:00
　　土曜日：18:00～21:00

南相馬市テニスコート
月額1,000円

入会金3,800円
（JSTA会員登録ほか）

（各種イベント）市・相双・県大会等試合参加、年1回家族ペア大会を開催
幼稚園児、保育園児から楽しくプレーできます。
小学生は実績のあるコーチ陣のもと、県大会を目指して頑張っています。

服部　元一 090-3124-3858

南相馬ジュニアソフトテニスクラブ
スポーツ少年団

毎週水曜日：19:00～21:00
　　土曜日：17:00～19:00
　　日曜日：9:00～12:00

南相馬市テニスコート
月額1,000円
保険代800円

上位を目指す君たちに！！
いつでも見学待ってます。

菅野　勝幸 090-3363-9698

馬　術 南相馬乗馬スポーツ少年団 毎週土・日曜日：9:30～12:00
大瀧馬事苑
南相馬市馬事公苑

月額15,000円
入会金5,000円

（各種イベント）各種競技会前などに市馬事公苑にて強化練習、合宿
高校生を中心とし、小学5・6年生からの相馬野馬追祭出場希望者や馬術競技選手を目指す方を
募集しています。

大瀧　康正 090-3642-1095

卓球 原町卓球スポーツ少年団 毎週土曜日：15:00～17:00 小川町体育館 月額1,000円
初めて卓球される方、レベルアップしたい中学生、募集中。
お気軽にお電話ください。

桃井　秀世 080-6004-2912

ソフトテニス

野球

サッカー

バスケット
ボール

　　　　※掲載を希望した団のみ掲載しています。種目の中での掲載順は単位団番号順となっています。

バレー
ボール

剣　道

空　手

編集／発行 南相馬市スポーツ少年団本部

〒979-2392 南相馬市鹿島区西町1丁目1

（鹿島区役所2階 スポーツ推進課内）

電話 0244-46-2124 FAX 0244-46-5684

興味のあるスポーツ少年団に
直接電話してね！


