平成31年度定期利用登録団体紹介一覧
競技種目

団体名

活動内容

連絡先

備考

1

合気道

本庄市合気道愛好会

土・日曜 ９：３０〜１２：００ 本庄市武道館
土・日曜 １８：３０〜２０：３０ 本庄東中武道場
会費 大人２，０００円 小人１，０００円/月

塚越 章
090-3501-1159

初級から上級まで老若男女どなたでも
参加可能 随時会員募集

2

空手
エクササイズ

沖縄空手研究会
洲道館

毎週火曜日19:00〜21:00、シルクドーム多目的室にて空手エク
ササイズを行っています。会員は12名です。体験もできます！

小林 八朗
090-1546-2707

ＨＰあり。
（「空手道洲道館」で検索→稽古につい
ての⑤空手エクササイズ）

3

空手道

＜スポーツ少年団＞
武空塾

月曜
１９：３０〜２１：３０ 東小学校体育館
木・土曜 １９：３０〜２１：３０ 金屋小学校体育館
入団金：３，０００円 会費：３，０００円

冨岡 秀男
090-2668-2256

会員募集中 小学生〜中学生

4

空手道

日本空手協会児玉支部

大関 三喜男
毎週火・金曜日19:00〜20:00、エコーピアにて稽古をしています
0495-72-5354
。
090-6520-1929

ＨＰあり。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~jkakodama/

毎週火曜日19:00〜20:30
中澤 洋司
第1・3金曜日19:30〜20:30
児玉中学校武道場にて練習をしています。初心者大歓迎。約40 0495-71-4226
名にて稽古しています。

ＨＰあり。
（心錬館で検索してください。）
空手初心者大歓迎。

5

空手道

心錬館

6

柔道

＜スポーツ少年団＞

7

太極拳

拳水会

火・金
１９：００〜２１：００
第三日曜 ９：００〜１５：００
本庄市少年柔道クラブ「養心館」
本庄市武道館にて柔道をしています。

毎週水曜日 10：00〜12：00
シルクドーム 会費 月2000円

岡崎 和美
090-4753-7615

宮部 彰
0495-21-4122

1

HPあり
随時新入会員募集中です。
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8

太極拳

健康太極拳シルククラブ

毎週木曜日(第５週目休み）
シルクドーム多目的室
会費 月2,000円

9

サッカー

＜スポーツ少年団＞
本庄南少年サッカークラブ

土・日曜 ９：００〜１３：００
久川 雅弘
本庄南小学校グラウンドといまい台グラウンドを隔週で練習して 0495-22-1371
います。＊各種大会参加
090-4247-0182

備考

横塚 好子
0495-24-2661

10 サッカー

未就学児〜3年 土日 ９：００〜１２：００ 秋平小学校
＜スポーツ少年団＞
毎月2,000円(未就学児は保険代のみ)
児玉ディパーチャＦＣスポーツ 4年〜6年 土日 ９：００〜１２：００ 児玉サッカー場
少年団
火・水・木 １９：００〜２１：００ 児玉小学校
毎月3,000円

11 ソフトボール

若泉ＳＣ

土・日 ８：００〜１１：３０ 若泉第２グラウンドＤ
メンバー構成は３０代〜７０代
部員募集しています（特にシニアメンバー）

柳田 惠
080-6634-2339

12 ソフトボール

蝸牛

大会参加
練習：日曜日８：００〜１２：００
場所：多目的グラウンド
会費：２，０００円/月

高橋 亘
0495-24-6866

13 テニス

四季の里テニスクラブ

土曜 １２：００〜１８：００
北泉テニスコート 年会費５，０００円

中澤 克寛
24-3734

14 テニス

児玉テニスクラブ

毎週火曜日19:00〜21:00、児玉工業団地内の共栄公園にてテニ 飯野 正
スの練習をしています。会員は約15名です。
090-4934-4235

2

本庄ジュニアサッカー連盟加入。HPあ
り。FC2ブログ。

宮部 豊徳
090-4169-9490

会員募集中。
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15 ソフトテニス

本庄ソフトテニス教室

水・木 １９：００〜２１：００
土
１４：００〜１８：００
若泉公園第1テニスコート 会費1,500円／月

代表者：日高 邦之
080-5083-0322

16 ソフトテニス

曙クラブ

水・日 ９：００〜１２：００
若泉第２テニスコート
年会費１０，０００円

内海 由美子
0495-77-2314

土曜 １４：００〜１９：００
日曜 １４：００〜１８：００
水曜 １８：００〜２１：００
南小学校体育館にて練習をしてます。
入団金2000円(スポーツ保険含む) 月会費2500円

備考
中学生(一部小学生を含む)を対象とし
たクラブです。ブログ．Honjo-tennisschool.cocolog-nifty.com/

片場 元彦
080-3701-3491

ＨＰあり。
ドッジボールが好きな小学生男女募集
中

大出 正樹
0495-23-2458
15：00〜17：00

保護者の方は土曜日練習でお当番が
あります。

土曜 １０：００〜１３：００ 市民体育館
バドミントンの練習をしています。男女合計８〜１０名

佐々木 佳則
090-1773-3565

参加自由です。いつでもどなたでも練
習可能です。会費男性400円/回、女性
300円/回

ファミリーバドミントン
コバミン

月２回 第２・４月曜日（変動もあり）
シルクドームにて夜７時〜９時まで活動
大人１回１００円 子ども１回５０円

代表 井出 こずえ
0495-71-8559
080-1160-9494

NOXY

毎週金曜日19:00〜21:00、エコーピアにて練習をしています。会 出牛 貴志
費は1,000円/半年。
090-2258-5987

17 ドッジボール

＜スポーツ少年団＞
本庄アタッカーズ

18 バドミントン

土曜 １３：００〜１７：００ 市民体育館(全員)
＜スポーツ少年団＞
月曜 １８：３０〜２０：３０ シルクドーム(強化練習希望者)
本庄ジュニアバドミントンシャト
約50名でバドミントンの練習をやっています。
ルスター
入会金1,000円 月謝1,500円

19 バドミントン

ビビッド・プラス

20 バドミントン

21 バドミントン

3

初心者大歓迎です。
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火・木曜 １９：００〜２２：００ 西中学校体育館
土・日曜 ９：００〜１２：００ 旭小学校体育館
会費：月１０００円
小中学生、男女対象

高橋 猛
090-8875-2766
honjo.vc@gmail.com

ミニバスケットボー ＜スポーツ少年団＞
23 ル
本庄ミニバスケットボール

火・水 １９：００〜２１：００ 東小学校体育館
土・日 ９：００〜１２：００(練習) 西小学校体育館
９：００〜１７：００(試合)
〃
入団金 1000円 会費：月1500円

春山 康壽
090-6957-3683

ミニバスケットボー ＜スポーツ少年団＞
24 ル
本庄ビクトリーズ

月・水 １７：３０〜１９：３０
土 ９：００〜１５：００
中央小体育館
会費：月 1000〜2000円

門倉 道雄
0495-22-2659

22 バレーボール

25 野球（硬式野球）

＜スポーツ少年団＞
本庄バレーボールクラブ

土日祭日
本庄ボーイズ（ニューヤンキー
児玉総合運動公園グラウンド
ス）
会費：月１万円

＜スポーツ少年団＞
26 野球（少年野球）
本庄北泉ジェッターズ

27 野球（少年野球）

＜スポーツ少年団＞
本庄エンゼルス

備考

岡 陽一
090-2232-2772

北泉小・総合公園多目的グラウンドＢ 土・日曜日・祭日 8:30〜
17:00(冬季16:00) BBQ・合宿・クリスマス会・もちつき・資源回収
イベントあり、親子練習場所４箇所完備、ナイター、屋内練習場
もあり、入団金2,500円、会費1,000円/月

井上 孝之
0495-23-1801
090-2659-3555
tedmmjp@yahoo.co.jp

小学１年生から６年生(男女不問)
現在21名 体験大歓迎
ＨＰあり 北泉ジェッターズで検索してく
ださい。

土･日・祝日 ９：００〜１６：００
本庄総合公園多目的グラウンドA・東小学校グラウンド
会費2000円／月

代表 山田 康博
TEL0495-22-2311

小学1年生から男女不問
見学、体験お待ちしています。

4

