
種　目

安田ジュニア victory　spirits 分　田 笹　神 安田卓球 水原少年
ジャイアンツ 阿賀野 イーグルス バスターズ スポーツ少年団 卓球クラブ
小学1年生以上 小学1年生以上 小学1年生以上 小学1年生以上 小学1年生以上

(園児応談) (男・女) (男・女) (男・女) (1～３年生父兄同伴)

指 導 者 代表 木津　良 細山　秀剛 大滝　武彦 清田　寿幸 笹川　正行 加藤　晃男

週3回　水曜日 毎週　木曜日 毎週　水曜日 毎週　水曜日 毎週　水曜日 毎週　木曜日

18:30～20:30 19:00～21:00 19:00～21:00 18:30～21:00 (小学生) 19:00～21:00

毎週　土・日曜日 毎週　土・日・祝 毎週　土・日曜日 19:00～21:00

8:30～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 (中学生)

19:00～21:30

土・日・祝 安田体育館 水原総合体育館

(雨天及び冬季)

旧分田小学校体育館

種　目 研武会空手 合　気　道 少林寺拳法 ドッジボール 陸　上

合　気　道 安田少林寺拳法 ビクトリー
スポーツ少年団 スポーツ少年団 や　ま　と

指 導 者 代表 井上　勝之 高木　健 高  木   智 和田　徳衛 高橋　幹彦 石井　峰男 水野　一芳 酒井　準一郎

毎週　火・木・土曜 毎週　水・土曜日 毎週  月・火・木・土曜 毎週　月・木曜日 毎週　水・土曜日 毎週 　毎週 毎週　土曜日

19:00～20:30 初級コース1回 19:00～21:00 19:00～20:30 火・金曜日 月・水・土曜日 9:00～11:00

19:00～20:30 19:00～21:00 18:30～21:00 第2・第4　月曜日

中級コース週2回 18:45～20:15

19:00～21:30

※練習日は自由に選択

安田小学校体育館 (月)笹岡小学校体育館 水原総合体育館 水原総合体育館 火曜日 月曜日  安野小学校グラウンド

(火)笹神中学校武道館 剣道場 柔道場 安田公民館 安田小学校体育館  随時 新潟スタジアム

(木)笹岡小学校体育館 金曜日 水・土曜日 (雨天)

(土)神山小学校体育館 水原総合体育館 旧大和小学校体育館 安野小学校体育館

柔道場

　

　
　

　　☎ 
　　☎ 
 　　📧

笹岡・神山小学校

グラウンド・体育館

笹神屋内運動場・他

小学1年生以上 小学3年生以上中学生以下

年　6,000円

初級者　月2,000円 中級コース月1,500円 5,000円

月  　　1,000円

年会費　4,000円

兄弟姉妹 2人目～半額

小学1年生以上 小学4年生以上

毎週　土・日
3月～10月

8:30～12:00
※雨天及び冬季

11月～2月
9:00～12:00

(冬季)
立川記念屋内

球技練習場・他

城ノ内野球場
旧前山小学校グラ
ウンド及び体育館

旧分田小学校
グラウンド

阿賀野市　スポーツ少年団　クラブ紹介　 
野　　　　　　　球 卓　　球

　　団　名

項　目

活 動 日 時

対　象 小学4年生以上

活 動 場 所

木曜日
京ヶ瀬屋内運動場

会　費 年　10,000円 年　6,000円 年　10,000円 年　3,000円 年　3,000円

空　　　　　手
　　団　名

項　目
拳　照　会 水　空　会 拳　神　会 研武会空手 阿賀野ＡＣ

活 動 日 時

(初級者)
19:00～20:30

(中級者以上)
19:00～21:30

毎週　月・木曜日
(他上級者練習あり)

19:00～21:30

♪入会4月～12月♪
入会前に体験を
お願いします

活 動 場 所

対　象 幼・保育園年長以上 幼・保育園年長以上 幼・保育園年少以上

年会費     2,000円

会　費 月　1,000円 月　1,000円

月　2,000円 体験コース　無料 初級コース月1,000円 3ヶ月

別途　新規 1,000円未就学児　無料



種　目

安田剣道 笹神剣道 安田柔道 笹神柔道 安田フライング 水原サッカー バローレ 新潟トレジャー

スポーツ少年団 スポーツ少年団 スポーツ少年団 スポーツ少年団 ＦＣ 少年団 京ヶ瀬ジュニア ＦＣ

小学1年生以上 小学1年生以上 小学1年生～6年生 幼・保・小学生 幼・保年中～小学生 幼・保年中～小学生

(園児応談) (幼児要相談) (男・女) (男・女) (男・女) (男・女)

指 導 者 代表 増子　勝俊 高橋　憲夫 横山　由憲 佐藤　昭 五十嵐　美貴 雪　孝光 石塚　翔 大嶋　智之 田中　純壱 山口　祐樹 阿部　政之 清田　忠将

毎週　月・火・木曜 毎週　火・金曜日 毎週　水曜日 毎週　木曜日 毎週　月・水・金曜日 毎週　月・金曜日 毎週　月・水曜日 毎週　水曜日 毎週　水・木曜日 毎週　火・金曜日 毎週　木曜日 毎週　

19:00～21:30 19:00～21:30 19:00～21:00 18:30～20:00 (小学生) 19:00～20:30 (小・中学生) 18:00～20:30 19:00～21:00 18:45～21:15 　19:00～21:00　  月・火・木・金曜日

毎週　土曜日 小学生は20:20まで 毎週　土曜日 18:30～19:30 19:00～20:30 毎週　金曜日 (2年以下は20:20) 毎週　日曜日 毎週　 土・日 19:00～21:00

9:00～12:00 9:00～11:00 (中学生) 毎週　 金曜日 18:00～20:00 毎週　土・日・祝日  9:00～12:00 午前中 土・日曜日

19:30～21:30 (中学生) 毎週　日曜日 9:00～11:00 9:00～12:00

19:00～21:00 9:00～12:00 (2年以下は10:30)

(雨天時は変更あり)

月曜日 水原総合体育館 堀越屋内児童体育館 笹神中学校武道館 安田体育館柔道場 旧分田小学校体育館 笹神中学校武道館 水曜日 水原小学校グラウンド 京ヶ瀬小学校グラウンド 水原中学校グラウンド

安田中学校体育館 剣道場 安田体育館 雨天及び冬季 雨天及び冬季 かがやきグラウンド

火曜・木曜日 金曜日 水・木曜日 京ヶ瀬体育館

旧分田小学校体育館 旧山手小学校 水原中学校体育館 他 京ヶ瀬屋内運動場

土曜日 日曜日 土・日曜日・祝日

安田小学校体育館 旧大和小学校 堀越小学校体育館 他

小学生　年  10,000円 小1年生以下  月1.000円 小1～2　　月2,500円 小3年生以下 月2,000円 年会費　10,000円

中学生　年　 5,000円 スポーツ少年団 小2～6年生  月2,000円 小3～6　　月2,500円 4～6年生　 月3,000円     月　 　4.000円

保護者会費 保護者会費 別途登録費　1,000円 登録費　1,000円 幼・保　　　無料 幼・保 ２人目～ ジュニアコース 兄弟2人目～

年　3,000円 年　1,000円 弟妹2人目～　半額 月1,000円  月4,000円       月　  2,000円

年中の場合は要相談 兄弟姉妹２人目～半額

種　目

安田リトル 笹　神 安田バドミントン 阿賀野ジュニア 笹神バドミントン 水原ジュニア

エンジェルス スポーツ少年団 スポーツ少年団 バドミントンクラブ スポーツ少年団 バドミントンクラブ

指 導 者 代表 月岡　学 神田　雅彦 田中　幸博 神田　太久治 水野　光男 伊藤　薫 松田　寿妃虎 加藤　健 鈴木　純 横田　力 水留　一八 渡邊　猛

毎週　 火・木曜日 毎週　 水・木曜日 毎週　月・水曜日 毎週　水・金曜日 毎週　金曜日 毎週　月・火曜日 毎週　 毎週 毎週 毎週　火・金曜日　 毎週　月・火・ 毎週　月・金曜日 

18:00～20:30 18:30～21:00 18:30～20:30 19:00～21:00 18:00～20:00 19:00～21:00 月・木曜日 水・金・土曜日 火・水・金曜日 18:00～20:00 水・木・金曜日 18:30～21:00

毎週　 日曜日 ※小学校低学年は 毎週　木・土曜日 毎週　土曜日 19:30～21:30 19:00～21:00 19:00～21:00 19:00～21:00 毎週　木曜日 

9:00～12:30 20:00まで※ (中学生含) 18:00～20:00 第1・3日曜日 隔週　土・日曜日 18:00～20:00

毎週　日曜日 18:30～21:30 13:00～17:00 9:00～12:00 毎週　第2・4日曜日 

　9:00～13:00 9:00～17:00

安田体育館 水曜日 木曜日 水曜日 安田体育館 笹神体育館 笹神体育館 水曜日 火曜日 火曜日 月・木・金・土・日曜 月・木・金曜日

水原小学校体育館 笹神体育館 旧山手小学校体育館 詳細はホームページで 水原総合体育館 水原総合体育館 笹神中学校体育館 京ヶ瀬小学校体育館 旧大和小学校体育館

木曜日 月・水・土曜日 金曜日 金曜日 水曜日 金曜日 火曜日 第2・4日曜日
旧前山小学校体育館  笹神中学校体育館 安田中学校体育館 京ヶ瀬中学校体育館 旧前山小学校体育館 笹神体育館 旧前山小学校体育館 安田小学校体育館

日曜日 土曜日 金・日曜日 水曜日

安野小学校体育館 水原中学校体育館 水原小学校体育館 京ヶ瀬中学校体育館

年会費  　　3,000円

年長～小2　月1,000円

※別途大会 小3～小4　月2,000円 １ヶ月無料体験あります 兄弟姉妹2人目～半額 月　2,000円 月　1,000円
追加徴収あり 小5～小6　月3,000円

　★
　 　

　 ( )  ☎

活動場所

月　1,000円 年　10,000円 年会費   5,000円

会　費 月  1,000円 年  3,500円

活動日時

阿賀野市内・中学生
(男・女)

小学1年生～6年生
(男・女)

小学1年生～6年生 小学4年生～中学3年生 小学1年生～中学3年生
小学1年生～中学生

(男・女)
小学1年生～中学生

(男・女)
中学生 小学3年生～中学3年生 年長～小学6年生

年会費  6,000円

小学1年生以上
(男・女)

年　6,000円

阿賀野市　スポーツ少年団　クラブ紹介 
剣　　　　道 柔　　道 サ　ッ　カー

　　団　名

項　目
水原少年剣士会 堀越剣士会 分田柔道クラブ A.C UNITED

年会費　6,000円 年　10,000円

バレーボール バ ド ミ ン ト ン バ ス ケ ッ ト ボ ー ル
　　団　名

項　目
水原ソレイユ 安田エンジェルス

水  原
ミニバスケットボール
スポーツ少年団

笹 神
バスケットボール
スポーツ少年団

京 ヶ 瀬
バスケットボール
スポーツ少年団

安  田
ミニバスケットボール
スポーツ少年団

会　費 月　1,000円 年　5,000円 年　3,000円 年　7,000円

年  5,000円

活動場所

月　2,000円

保護者の皆様へ
スポーツ少年団の申込について

活動日時

対　象 幼・保年長以上 幼・保年長以上

月  500円 年  4,000円

対　象
小学1年生以上

(女)

阿賀野高校
グラウンド等

水原中学校体育館・
グラウンド

京ヶ瀬中学校体育館

小学1年生～中学3年生 幼・保育園以上 幼・保育園以上 中学1年～3年生


