
2021年度 橿原市スポーツ少年団 団員募集

単位団名
（ホームページアドレス） 活動種目 対　象 活動場所 活動日時 問合せ（TEL）

〈Eメール〉 経費 現在の
団員数

保護者の
当番の有無

少林寺拳法白橿 少林寺拳法 ４歳以上 西池尻町会館 ・毎週火、金曜
17：30～19：30

安田善次郎
（090-3972-2485）
〈daruma0101@kcn.jp〉

・本部年度登録　4,000円
・月会費　4,500円 2名 無

真菅空手道（養心塾） 空手道 小学生以上
（男女、校区問わず） 真菅北小学校体育館 ・第1土曜　16：30～18：30

・第2～5日曜　9：30～12：30
中井　誼

（090-5151-3117）
〈little-beth@kcn.jp〉

・入会金　2,000円
・月会費　3,000円 7名 無

興譲館八木道場
〈http://koujoukan.main.jp/〉 剣道 幼児、小学生、

中学生、高校生
興譲館八木道場

（八木町2-7-22）
火、木、土曜
・初心者　17：30～18：30
・経験者　18：00～20：00

辰巳　博之
（090-1959-8007）

〈t-hiro@ｍ3.kcn.ne.jp〉

・入会金　5,000円
・月会費　4,000円 14名 無

ポルベニルカシハラ
〈www.porvenir.jp/〉

❶サッカー 園児、小学生、
中学生

①真菅北小学校
②畝傍東小学校
③白橿北小学校
④耳成西小学校
⑤金橋小学校

⑦
火曜/真菅北小・
橿原運動公園
木曜/耳成西小

小学生
①火曜日17：00～
②③水曜日15：30～
④木曜日17：00～
⑤金曜日16：00～

中学生
⑥水木金19：00～
園児
⑦火木15：30～16：30

播田　秀平
（0744-29-1458）
〈porvenir@nifty.com〉

・年会費　6,000円
・入会費　3,000円
・月会費　2,000～6,000円

250名 無

⑥  古川グラウンド（光陽中学東側）

❷キッズダンス
（中学生以上はジャズヒプホップ）
❸キッズバトン
❹陸上

小学生、中学生

❶真菅北小学校
❷  橿原公苑ストレッチ
ルーム他

❸橿原公苑第二体育館
❹橿原公苑陸上競技場

❶火曜日17：00～
❷日曜日10：00～11：00
　木曜日19：00～20：15（中学生以上）
❸木曜日18：00～19：00
❹基本コース水曜17：15～18：45

小川　博康
（0744-29-1458）
〈porvenir@nifty.com〉

年会費/6,000円
入会費/3,000円
月/3,000
❸月/3,600円

50名 無

マスガサッカー サッカー
幼稚園年中・

年長児、小学生
（男女、校区問わず）

真菅小学校体育館他 ・火、水曜　19：00～21：00
・土、日曜、祝日　9：00～12：00

森本　和成
（090-6908-6576）
〈masugafc@yahoo.co.jp〉

月会費
・幼稚園児　1,000円
・小学1・2年生　2,000円
・小学3年生以上　2,500円
※送迎車維持費500円/月（1世帯あたり）
※グラウンド施設運営費1,000円/月（1世帯あたり）

41名 練習当番無
試合当番有

八木フットボールクラブ サッカー 小学校1～6年生

耳成南小学校 ・火、木曜　16：30～18：00・土曜　13：00～16：00

今井　忠広
（090-4569-7082）
〈t.imai730@gmail.com〉

年会費
・1～3年生　2,000円
・4～6年生　3,000円
月会費
・1～2年生　2,000円
・3～6年生　3,000円

31名 試合当番有
耳成小学校 ・水曜　15：30～18：00

耳成児童公園グラウンド ・第1、3日曜　9：00～12：00
耳成山グラウンド ・第2、4日曜　9：00～12：00

※季節により多少練習時間が変わります。※週で練習回数は変わります。

白橿フレンド ソフトボール 小学校1～6年生・白橿近隣公園グラウンド
・白橿南小学校

・毎週土、日曜　8：00～12：00
※  試合や行事の時は
　1日になります。

村井　正治
（090-1480-7350）
〈mi-papa14124@docomo.ne.jp〉

・入会金　5,000円
（帽子、Tシャツ、ストッキング代含む）
・月会費　2,000円

12名
有（１名/日）
※ただしお茶当
番ではない。何
かあった時の付
き添いの為

畝傍スポーツ少年団 ソフトボール 小学校1～6年生 西池尻町営農
スポーツ広場

・毎週土曜日　9：00～12：30
・毎週日曜日　9：00～16：30

中村　清子
（070－5045－3895）

・月会費　1,000円
・兄弟/姉妹の2人目は500円 15名 無

藤原ミニバスケット
ボールクラブ

〈https://www.facebook
.com/fujiwara.nara/〉

ミニバスケット
ボール 女子小学1～6年生

・真菅北小学校
・耳成西小学校
・橿原中学校

・火曜　18：30～20：45
・水曜　18：30～20：45
・金曜　19：00～21：00
・土曜　午前又は午後

柳　晃介
（090-1591-6696）
〈fujiwara.mini@gmail.com〉

月会費　500円～3,000円
（学年別） 18名 無

BANZAIjr.
バスケットボールクラブ
〈ｈｔtp://banzai-jr.com/〉

バスケットボール 中学生男子 ・橿原中学校
・曽我川緑地体育館

・水曜　18：45～21：00
・木曜　18：45～21：00
※土日は不定期で
　練習試合や練習あり 大越　克也

（090-9864-2322）
〈vzv07220@yahoo.co.jp〉

〈katsuva0908@i.softbank.jp〉

・月会費　3,000円 16名 無

真菅ミニバスケット
ボールクラブ

〈https://masugamini
.amebaownd.com/〉

ミニバスケットボール
（男子）

男子小学1～6年生
（校区は問わず）

・真菅小学校体育館
・曽我川緑地体育館

　　　　・月曜　18：30～20：30
　　　　・火曜　18：00～20：30
　　　　・金曜　17：00～19：00
ジュニア・月曜　17：00～18：30
　　　　・木曜　16：30～18：00
　　　　※土日は練習試合や大会参加

・月会費　1,000円～2,000円 30名 無

ミニバスケットボール
（女子）

真菅小学校女子児童
（他校の児童も入部可能）

・真菅小学校体育館
・曽我川緑地体育館

・月・金曜　17：00～19：00
・火 曜　18：00～20：30
・土曜　　8：00～10：00
※土日は練習試合や大会参加

松谷　幸裕
（090-7492-5473）
16：00以降にお願いします。
（susata1960@icloud.com）

・月会費　1,000円～2,000円
・入会金なし 24名 無



単位団名
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団員数
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当番の有無

UDA橿原ミニ
バスケットボール

スクール
ミニバスケット

ボール
4歳児～小学校
6年生の男女

・耳成小学校
・白橿北小学校 ・水、金曜　18：00～20：30

菊岡　基益
（090-8984-7240）
〈uda.since1975@docomo.ne.jp〉

・月会費　2,500円 60名 無

わかくさスポーツ少年団 弓道 小学生～
18歳の男女 大成中学校弓道場 ・木曜　19：00～21：00

森　昌彦
（090-3355-6799）
〈morimasahiko9@yahoo.co.jp〉

・新規入会金　3,000円
・年会費　　　5,000円
 （スポーツ保険含む）

17名 無

白橿南バレー
ボールクラブ

バレーボール
男女 5歳～小学校6年生

中央体育館（水曜）
新沢小学校（金曜）
飛騨児童館（土曜）
鴨公小学校（日曜）

・水曜　17：00～20：30
・金曜　17：30～21：00
不定期で土・日曜も活動　

岸田　習子
（090-9872-7167）
〈shu-shu-shin127@ezweb.ne.jp〉

・  入会金　・登録費用（3,000円程度）
・  レギュラーコース　月会費　2,500円 14名 無

耳成剣友会 剣道 園児・小学生
・  八木中学校柔剣道場 
（火曜）
・耳成小学校体育館（金曜）

・火、金曜　19：00～21：00
植田　裕子

（080-3996-0219）
〈miminasi_kenyu@yahoo.co.jp〉

・月会費　  園児1,000円 
小学生2,000円

※3ヶ月は無料体験期間
6名 有

香久山ビッグメイツ
〈http://kaguyamasportsclub

.web.fc2.com/〉
軟式野球

幼稚園年長児、
小学校

1～6年生（男・女）
香久山地区

営農スポーツ広場 ・土、日曜、祝　9：00～17：00 砥出　竜介
（090-1141-8631）

・  年会費　3,500円 
（スポーツ保険含む）
・月会費　2,000円

14名 無

常盤ヤンチャーズ 軟式野球
小学生男女
1～6年生

（校区問わず）

・  木原町営農スポーツ広場
（土曜）
・耳成南小学校（日曜・祝）

・土、日曜、祝　8：30～17：00
※季節によって多少時間は変わります。

小田　真也
（090-7092-2926）
〈doit.andtheremaybeit@gmail.com〉

・  年会費　3,000円 
（スポーツ保険含む）
・  月会費　3,000円 
（兄弟割引あり）

22名 無

真菅北オークリングス
〈https://ja-jp.facebook

.com/masugakita.oaklings/〉
軟式野球 6～12歳の小学生

・真菅北小学校側道側
・飯高グラウンド
※月曜のみ体育館

・土、日曜、祝　8：00～18：00
・月曜　19：00～21：00
・水曜　15：30～18：00
※季節によって時間の変動あり

木村　一彦
（090-8468-6517）

〈k1n0a0n8-goodday-z0a2u1n3@
softbank.ne.jp〉

・月会費　3,000円 15名 無

今井野球クラブ 軟式野球 7～12歳の男女
（橿原市内） 今井小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00 井上　辰男

（090-5045-1537） ・月会費　2,000円 20名 無

鴨公グローリーズ
〈http://nara.pop.co.jp/tg/team
/intro.php?teamind=98601〉

軟式野球
小学生男女
1～6年生

（橿原市内）
鴨公小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00

吉永　静江
（090-4006-4493）

〈KSO_CK_84.Shi828.W-C-W@
docomo.ne.jp〉

・  月会費　3,000円 
（スポーツ保険含む） 15名 無

晩成フレンズ 軟式野球 5歳～小学校
6年生（男女） 晩成小学校その他 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00

三﨑　正一
（080-6182-1417）
〈aiwabanseif@gmail.com〉

月会費
・2年生まで　1,000円
・3～6年生　2,500円

23名 無

マスガスピリッツ 軟式野球 5歳～12歳の男女
（橿原市内）

・真菅小学校
・五井グラウンド他 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00

田村　清志
（090-3653-2953）
〈tamura-denki@kcn.jp〉

・月会費　2,000円 35名 無

畝傍南スカイホークス 軟式野球 小学1～6年生の
男女（橿原市内） 畝傍南小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00 安藤　恒平

（090-7256-1593）
・入会金　5,000円
・月会費　3,000円 15名 有

耳成オックス 軟式野球 小学1～6年生の
男女（橿原市内） 耳成小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00

上田　義人
（090-2284-0392）

〈minocat@nifty.com〉

・月会費　3,000円
※  同一家族からの2名以降は
2,000円

22名 無

葛本ワルサーズ 軟式野球 小学1～6年生の
男女（校区問わず）

葛本町営農
スポーツ広場

・土、日曜　9：00～17：00
・祝日原則休み
（大会等の公式戦除く）

米田　圭臣
（070-1776-0888）
19：00以降にお願いします。

入部3ヵ月までは体験入部扱い
4ヵ月目から月会費　3,000円
（兄弟割引有り）
小学2年生以下は10月まで
月会費　2,000円

12名 無

金橋ブラックキング 軟式野球
幼稚園年長児～
小学6年生の男女
（校区問わず）

・三和澱粉グランド
・金橋小学校

・土、日曜、祝日　9：00～18：00
※季節により活動時間の変更有

東　正人
（090-8886-8907）
〈masa10m-t-a-f@docomo.ne.jp〉

・  月会費　2,000円 
（兄弟割引有り） 12名 無

橿原カープ 軟式野球 小学1～6年生の
男女（校区問わず） 畝傍東小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00

※季節により活動時間の変更有
上西　克幸

（090-2384-0402） ・月会費　3,000円 17名
有（月に1回
程度）※ 日
にち希望制

白橿ベースボールクラブ 軟式野球 小学1～6年生の
男女（橿原市内） 白橿北小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00 勝良 佳弘

（090-4291-6500） ・月会費　2,500円 10名 有

畝傍フェニックス 軟式野球 小学1～6年生の
男女（橿原市内） 畝傍北小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00

八幡　寛
（090-5161-4681）
〈toyota.2alphard22@gmail.com〉

・月会費　3,000円
※  兄弟の場合、2人目以降は
2,000円 
（但し在籍中のみに限る）

15名 無

真北リトルズ 軟式野球 真菅北小学校
1～6年生 真菅北小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～18：00

坂田　大輔
（090-1024-5260）
〈super.bunnygirl.sss.d.s@softbank.ne.jp〉

・月会費　2,000円
（スポーツ保険含む） 26名 無

新沢クラブ 軟式野球 小学1～6年生の
男女（橿原市内） 新沢小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00

辰巳　司
（090-6963-7551）
〈dejavu.t.t-18@docomo.ne.jp〉

・月会費　3,000円 12名 無

耳成ウエスターズ
〈https://www.pop.co.jp/tg

/team/intro.php?teamid=56381〉
軟式野球 小学1～6年生の

男女（橿原市内） 耳成西小学校 ・土、日曜、祝日　9：00～17：00
季節により変更あり

溝杭　明子
（090-9878-7472）

※13時以降

・入会金　2,000円
・月会費　3,000円
・兄弟/姉妹の2人目は2,500円

12名 無

耳成南ウインズ 軟式野球 小学1～6年生の
男女（橿原市内） 耳成南小学校 ・日曜、祝日　8：30～17：00

※大会等で土曜日も活動有
井上　敦

（090-1962-5325）
 〈inoko.nvg.erc.hot@ezweb.ne.jp〉

・入会金　1,000円
・月会費　3,000円
・兄弟/姉妹の2人目は1,500円

14名 有

畝傍ベースボールクラブ
〈http://nara.pop.co.jp/Unebi〉 軟式野球 小学1～6年生の

男女（校区問わず） 畝傍東小学校 ・土、日曜、祝日　8：00～17：00
※季節により活動時間の変更有

藤本　卓
（090-5098-4748）
〈fujimoto7572@gmail.com〉

・月会費　2,000円
※  兄弟での入部でも1人分
のみでOK

19名 無

FC.UNEBI サッカー 小学校1～6年生 畝傍南小学校or
畝傍北小学校

・火、水、金曜　17：00～19：00
・土、日曜、祝日　9：00～12：00
※季節によって多少練習時間が変わ
ります。学年によって曜日変わります。

岡島　弘泰
（090-1894-0100）
〈syouti5yu@d1.dion.ne.jo〉

月会費
・1～2年生　2,000円
・3～4年生　3,000円
・5～6年生　3,500円

60名 希望制
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