
長泉陸上競技 長泉南サッカー
練習日 ／毎週月・水・金曜日１６：３０～１８：３０ 練習日 ／毎週火・木曜日１８：００～１９：３０

   月2回土曜日９：００～正午    毎週土曜日１３：３０～１７：００
練習場 ／長泉小グラウンドほか 練習場 ／南小グラウンドほか
対　象 ／小学生の男・女 対　象 ／小学生の男・女
会　費 ／年額７，０００円（保険料を含む） 会　費 ／２，０００円

   入団金５００円 　 入団金２，０００円
　 育成会費５，０００円 連絡先 ／福原衣水子☎０９０－２７７４－５５００

連絡先 ／岡部貴久代☎０９０－７８６８－３６６６
　 神山節子☎０９０－４２６０－７３９０

長泉アミーゴス（ ｻｯｶｰ･ﾌｯﾄｻﾙ）
長泉ソフトテニス 練習日 ／毎週土・日曜日、祝日９：００～１７：００

練習日 　 毎週日曜日 練習場 ／長泉小・北小・竹原・中央グラウンド・ミニ運動場
　 ８：００～１０：００（４～１１月） 対　象 ／幼稚園年中～小学生の男・女
　 ９：００～１１：００（１２～３月） 会　費 ／月額2,000円（幼稚園年中・年長）

練習場 ／中土狩・御嶽堂テニスコート 　　     3,000円（1、2年生）、4,000円（3、4年生）
対　象 ／小学４～５年生の男・女 　　     5,000円（5、6年生）、入団金3,000円
会　費 ／月額１，０００円、入団金１，０００円 連絡先 ／八田正則☎０９０-９６６３-５７０７

連絡先 ／杉山　 靖☎９８６－５０８１
　 稲田康明☎９８６－０９１７

長泉ｼﾞｭﾆｱﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（ 軟式野球 ）
長泉ブルースターズ （軟式野球） 練習日 ／毎週土曜日８：３０～１６：３０

練習日 ／毎週土・日曜日・祝日８：００～１３：００ 　 （低学年８：３０～１３：００も可）
　 試合時は、終日    日曜日、祝日：８：３０～１６：３０（主に試合）

練習場 ／南小グラウンドほか 練習場 ／桃沢・中央グラウンドほか
対　象 ／小学生の男・女 対　象 ／小学生の男・女
会　費 ／月額１，０００円、入団金無料 会　費 ／月額２，０００円（1～4年生）

   父母会費月額１，０００円 　　　　 ２，５００円（5，6年生）
連絡先 ／中村　薫☎９８７－２０９３　    入団金２，０００円（保険料を含む）

　 　　 携帯☎０９０-１４１９-１９５１ 連絡先 ／団専用携帯☎０９０-７４３９-６５９３（父母会長）　
   ✉junia.baseball@docomo.ne.jp
　 椎田雅裕 ☎０９０－４１１０－３５４６

長泉リトルヤンキース （軟式野球）
練習日 ／毎週土・日曜日８：００～１３：００ 長泉北ﾌｧｲﾀｰｽﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

　 試合時，祝日８：００～１７：００ 練習日 ／毎週土・日曜日、祝日８：００～正午
練習場 ／北小グラウンド・長泉中央グラウンドほか 練習場 ／北部スポーツ広場

対　象 ／年中幼児～小学生の男・女 対　象 ／小学生の男・女

会　費 (保険料含む）／月額１，５００円（年中～３年生） 会　費 ／月額１，５００円
   月額２，０００円（４～６年生）    入団金１，０００円
   入団金無料（ユニフォーム貸与） 連絡先 ／山田良洋☎９８７－６３５９　

連絡先 ／岡田哲也☎０８０－６９５２－０３７３　

長泉ホッケー （グラウンドホッケー） 長泉水泳
練習日 ／第１、３、５火曜日１８：３０～２０：３０ 練習日 ／月３回日曜日８：００～９：１５

　 第２、４火曜日１９：００～２１：００ 練習場 ／温水プール（ウェルピアながいずみ内）

練習場 ／竹原グラウンド 対　象 ／小学生の男・女（今年度募集は若干名）

対　象 ／小・中学生の男・女 会　費 ／半期ごと８，０００円、入団金１，０００円
会　費 ／月額１，０００円 連絡先 ／田ノ岡恵美子☎０９０－８３７５－８５９９

   入団金１，０００円 　（連絡可能時間　平日１６：００～２０：００、休日随時）

連絡先 ／加藤和則☎９８９－０２２８　 　　　　　　　　　　　
　　　　 携帯☎０９０-１６２５-００８４

令和３年度　長泉町スポーツ少年団紹介

★長泉町スポーツ少年団の各団では、年間を通して一日体験入団を行っています。
★興味がある方はお気軽に練習会場へお出かけください。



長泉柔道会 長泉剣道
練習日 ／毎週月・水・金曜日１９：００～２１：００ 練習日 ／毎週水・金曜日１９：００～２１：００
練習場 ／長泉中体育館・柔道場（水曜日） 練習場 ／町民体育館・１階剣道場

　 町民体育館・柔道場（月・金曜日） 対　象 ／未就学児・小・中学生の男・女、成人男女も可
対　象 ／小学生以上　男・女 会　費 ／月額１，０００円
会　費 ／月額２，０００円（小学生） 　 入団金１，５００円（防具貸出有り）

　 　　　１，０００円（中学生以上） 連絡先 ／鈴木直美☎０９０－３８５６－５７５０
　 入団金１，０００円

連絡先 ／松田与二郎☎０９０－１７８４－５０１２ 長泉極真空手
練習日 ／毎週木曜日１９：００～２０：３０

　 毎週日曜日１７：００～１８：３０

長泉空手道 （和道流） 練習場 ／長泉中体育館（木曜日）

練習日 ／毎週火曜日１９：００～２１：００ 　 長小体育館（日曜日）
練習場 ／町民体育館・１階卓球場 対　象 ／小学生の男・女
対　象 ／小学生の男・女 会　費 ／月額３，０００円、入団金３，０００円

（体験・入団は５月頃までに）     （クラブTシャツ支給）
会　費 ／月額２，０００円 連絡先 ／酒井加奈子☎９８９－９３０６

　 入団金１，０００円 　 ✉karate_shizuokanagaizumi@yahoo.co.jp
連絡先 ／髙橋麻衣子☎０８０－１５６９－２９８７       (団専用アドレス）

✉ruca-myco-ato-1027-2015@docomo.ne.jp

つばさバレーボール
長泉バレーボール 練習日 ／毎週土曜日１３：００～１７：００

練習日 ／毎週土曜日１３：００～１７：００    毎週水・金曜日１９：００～２１：００
練習場 ／長泉小体育館 練習場 ／長泉小・北小体育館
対　象 ／小学３年生以上の女子 対　象 ／小学生の女子
会　費 ／月額１，０００円 会　費 ／月額２，０００円

　 入団金２，０００円 　 入団金２，５００円
連絡先 ／吉川静也☎９８７－３３２４　 連絡先 ／小林正人☎９８６－９６１０

　       携帯☎０９０－５１０７－５７１３

ＧＯＤＳ (ゴッツ） バレーボール
練習日 ／毎週月曜日１９：００～２０：３０ 長泉新体操クラブ

　 毎週土曜日９：００～１６：００ 練習日 ／週１クラス毎週日曜日午前、週２クラス毎週
練習場 ／南小体育館ほか 日曜日午前および毎週月曜日19:00～
対　象 ／５歳程度～小学生の男・女  　及び毎週月曜日19:00～21:00）
会　費 ／月額１，７５０円 練習場 ／南小・北小体育館（日曜日）

   入団金２，５００円    北小体育館（月曜日）
連絡先 ／佐藤功一☎９８７－２３９２　 対　象 ／年長の女子（定員約20名）

      　 携帯☎０９０-７８５４-７２７８ 　 小・中学生の女子
会　費 ／月額１，０００～３，５００円  入団金無料

長泉ミニバスケットボール 連絡先 ／金子朱美☎０９０-８４７３-８７０２

練習日 ／毎週土曜日９：００～１３：００ 　 https://nagaizumi-rg.jp/
　 毎週日曜日９：００～１７：００
   毎週木曜日１７：００～１９：００ 長泉ジュニア複合Ｊｏｉｎｕｓ（ジョイナス）

練習場 ／長泉小体育館 （複合種目：ジュニアスポーツ・親子体操・軽運動)
対　象 ／小学生の男・女 練習日 ／毎週日曜日１３：００～1６：００前後
会　費 ／月額２，５００円、入団金１，５００円 練習場 ／南小体育館ほか

連絡先 ／(男子)杉原寛之☎０８０－１４２６－２６１６ 対　象 ／３歳程度～23歳未満の男・女
　 (女子)倉田宜美☎０８０ー５８２１－４９１０ 会　費 ／月額１００円（幼児）、月額５００円（小学生）

　　中学生以上は無料
　 年会費１，０００円 入団金２，０００円(活動着支給）

ユニサイクルＡｍｉ長泉（ 一輪車） 連絡先 ／下山裕之☎０５０-３５５５-４１７２

練習日 ／毎週土・日曜日１５：００～１９：００ 　（団専用、留守番電話対応）
練習場 ／北小体育館、長泉小体育館他    http://joinus.i-ra.jp/

対　象 ／５歳程度～成人も可

会　費 ／３カ月２，０００円、入団金無料 駿河空手會
連絡先 ／森下　知一 ☎９１３－５５２４ 練習日 ／毎週土曜日１９：００～２１：００

　 五十嵐英晴☎９９４－９９３３ 練習場 ／ウェルピアながいずみ

✉unicycle.ami.nagaizumi@gmail.com 対　象 ／年中幼児～高校生の男・女

https://sites.google.com/site/unicycleami/ 会　費 ／月額２，０００円、入団金２，０００円
連絡先 ／沼上貴利☎０９０－３１５４－２４１９　

　　＜順不同・連絡先敬称略＞

✉nagaizumi.judo@yahoo.co.jp（団専用アドレス）

https://sites.google.com/site/unicycleami/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587963394/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzY3MC8yNTEwNDNfNTg5NTUzMS5odG1s/RS=%5EADBQ9t_.nU6C76FHN8R5CB8XQGSQzc-;_ylt=A2RCAwmCFKVePwUAVQCU3uV7

