
吉浦小学校 火・金　18:30～21:00
吉浦まちづくりセンター 土　14:00～17:00

広剣誠会スポーツ少年団 広島県広警察署武道場 月・水・金　18:00～19:30 1,000

阿賀剣光会スポーツ少年団 阿賀小学校体育館
月　18:30～20:00
水　18:30～21:00
土　17:30～20:00

2,500

和庄小学校体育館 火・金　18:30～
亀山神社 水　18:30～

尚剣会スポーツ少年団
昭和北中学校
昭和中学校
昭和中央小学校

火　19:00～21:00
水　19:00～21:00
金　19:00～21:00

2,000

川尻スポーツ少年団剣道部求道館 川尻中学校
月・木　18:30～21:00
火　19:00～21:00
土　18:00～21:00

2,000

安浦一心館スポーツ少年団 安浦武道館
火・木　18:30～20:30
土　18:00～20:00

3,000

警固屋体育館 月　19:00～21:00

呉警察署
火・木　19:00～21:00
土　15:30～17:00

宮原小学校体育館 木　18:00～20:０0
宮原中学校体育館 土　19:00～21:３0

錬心館空手呉スポーツ少年団 白岳小学校 土　16:00～19:00 4,800

天応空手道スポーツ少年団 天応小学校体育館 月　18:30～20:30 3,000

市立呉高等学校 水　19:00～21:00
阿賀小学校 金　18:30～21:00

火　19:00～21:00
木　18:00～21:00

至道館スポーツ少年団 至道館武道場
火・木　17:00～19:00
土      　15:30～18:30

2,000

郷原まちづくりセンター 月　19:00～21:00
郷原小学校 水　19:00～21:00
郷原中学校 木　19:00～21:00

拳志舘二河空手道スポーツ少年団 呉中央小学校 火・金　19:00～21:00

昭和体育館 月　17:00～21:00
昭和北小学校 火　19:00～21:00
昭和南小学校 水　19:00～21:00

昭和東まちづくりセンター
木　19:00～21:00
金　19:00～21:00

昭和体育館 土　13:00～17:00
昭和西小学校体育館 月・水　19:00～21:00
昭和北中学校体育館　 土・日　19:00～21:00

拳志舘ケゴヤ空手道スポーツ少年団 警固屋体育館
水　1.5時間
土　2時間

拳志舘泰人横路空手スポーツ少年団 横路小学校 火　17:00～19:00 2,000

空手道無拳館川尻道場スポーツ少年団
川尻中学校体育館
川尻小学校体育館

火　18:30～21:00
土　18:00～21:00

安浦武道館 水　18:00～20:00
かわじり中央会館 木　18:00～20:00
広まちづくりセンター 土　13:30～15:00

日本空手道友絆塾スポーツ少年団 安浦武道館 日　9:30～15:00
3500

家族2人　6,000

鬼心塾少年少女フルコンタクト空手道 安浦中学校 火　19:00～21:00 3,000

拳志舘広南空手道 広南小学校
火・木　19:00～21:00
土　13:00～15:00

3,000

音戸ふくごうスポーツ少年団 大浦崎体育館 水・木　18:00～20:30 600

少林寺拳法広島芸南スポーツ少年団 呉宮原高等学校柔道場 水・土　19:00～21:00 2,000

郷原中学校
旧昭和東小学校
焼山公園 土　8:30～17:00
昭和中央小学校 日　13:00～17:00

阿賀ブルーマリンスポーツ少年団 広島南特別支援学校 土・日・祝　9:00～16:00 4,000

仁方ジュニアメッツスポーツ少年団
虹村・川尻グラウンド
仁方中学校

土　9:00～17:00
日　9:00～17:00

3,000

白岳小学校・虹村 水　18:00～21:00
白岳小学校 土・日　9:00～17:00

郷原グロウボーイズスポーツ少年団 郷原中学校 土・日

呉昭和クラブスポーツ少年団 昭和西小学校
土・祝　9:00～17:00
日　13:00～17:00

2,500

川尻中学校グラウンド 火・木　18:00～20:00
川尻グラウンドほか 土・日　9:00～17:00
安登小学校 水　17:00～19:00
ミナリグラウンド 土・日　9:00～17:00

安浦アニマルズスポーツ少年団 安浦小学校
木　17:00～19:00
土・日　9:00～17:00

3,500

土　13:00～17:00
日　9:00～17:00

焼山公園 木　18:00～20:30
昭和南小学校 土　9:00～12:00

昭和中央小学校
土　13:00～17:00
日・祝　13:00～17:00

呉フィールズスポーツ少年団
入船山公園他
警固屋公民館他
渡子グラウンド他

水　17:00～21:00
土　13:00～17:00
日　9:00～17:00

3,000

呉市スポーツ少年団加盟団体一覧

　各団体へ問合せをしたい場合は、呉市スポーツ少年団事務局へ一度ご連絡ください。

R2.7月現在
　呉市スポーツ少年団事務局　℡　25-3471

種　目 団　名 活動施設 活動頻度
会費

（円/月）

月　19:00～21:00
金　19:00～21:00

2,000

2,000

2,500

1,000

2,500

拳志舘夢ヶ丘空手道スポーツ少年団

2,000

剣　道

軟式野球

吉浦剣道教室スポーツ少年団

ドリームズベースボールクラブスポーツ少年団

焼山ジュニアスポーツクラブスポーツ少年団＊★

呉練誠会スポーツ少年団

仁方剣友会

正伝空手道安浦・川尻教室スポーツ少年団

拳志舘からす小島空手道スポーツ少年団

呉悠心会スポーツ少年団

ヤングスターズスポーツ少年団

拳志舘阿賀空手道スポーツ少年団

誠志会スポーツ少年団

少林寺拳法

郷原スポーツ少年団

火・木　17:30～19:30

空　手

旧昭和東小学校 2,500

安登少年野球クラブスポーツ少年団 3,000

広ワールドジュニアスポーツ少年団

3,000

吉浦空手道スポーツ少年団

2,000

3,000

拳志舘昭和空手道スポーツ少年団

拳志舘郷原空手道スポーツ少年団

二川まちづくりセンター

2,500

吉浦市民センター

3,000円/半年

仁方小学校 火・木・土　19:00～21:０0

川尻ヤングパワーズスポーツ少年団
2,000/３年生以上
1,000/２年生以下

1,000



郷原ジャガーズスポーツ少年団 郷原小学校
月・木・金　2時間
土　4時間

2,000
2人目1,500

川尻ファイターズスポーツ少年団 川尻小学校 土・日　9:00～17:00 2,000

横路若虎スポーツ少年団 横路小学校
水・木・金　16:30～19:00
土　13:00～17:00
日　8:00～13:00

2,500

波多見ジュニアスポーツ少年団 波多見小学校
土　13:00～17:00
日　9:00～12:00

3,000

明立クラブスポーツ少年団 明立小学校
木・金　17:00～18:30
土　9:00～13:00
日　9:00～16:30

3,000

呉荘山田龍王クラブスポーツ少年団 荘山田小学校
土　13:00～18:00
日　9:00～13:00

2,500

三坂地ファイターズスポーツ少年団 三坂地小学校
月・水・金   3時間
土　　　　　７時間
日　　　　　５時間

2,000

北古新開子供会スポーツ少年団 横路小学校
土　9:00～13:00
日　13:00～17:00

2,000

阿賀小学校
火・木・金　16:45～19:00
日　9:00～12:00

虹村グラウンド 土　12:00～17:00

呉昭和バドミントンスポーツ少年団 昭和体育館
土・日　17:00～19:00
日　19:00～21:00（強化練習）

1,500

横路バドミントンスポーツ少年団 横路小学校 木・土　18:00～20:00 500

総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 火　19:00～21:00
広南中学校体育館 木　19:00～20:30
オークアリーナ 日　19:00～20:30
焼山公園・総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他 土　9:00～13:00
呉昭和高等学校 日　9:30～12:30

音戸スポーツ少年団 大浦崎ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
月・木　19:00～21:00
土　13:00～17:00

3,000

呉３２６本通少年サッカークラブスポーツ少年団 本通小学校 土・日　9:00～12:00 0

安浦サッカースクールスポーツ少年団 安浦中学校 水・金　18:00～20:00 1,000

焼山公園・昭和北･南小学校 土　13:30～17:00
昭和北･南小学校 日　13:30～17:00
安浦小学校 木　17:00～19:00

アリーナかもめ
土　9:00～12:00
日　16:00～19:00

ドッヂボール 原レッドファイターズスポーツ少年団 原小学校

水　17:30～19:30
木　18:00～20:00
土　17:00～20:00
日　9:00～19:00

音戸陸上クラブスポーツ少年団＊★ 大浦崎公園・総合グラウンド 平日

宮原バンブスポーツ少年団＊ 宮原小学校 【不定期】:年１程度

辰川スポーツ少年団＊ 呉市内体育館 【不定期】:年１程度

昭和中央小学校 水　17:00～19:00
昭和北小学校 土　9:00～17:00
昭和中央小学校 日　13:00～17:00

波多見小学校
月　17:30～19:00
木　17:30～20:00
日　17:30～19:30

音戸中学校
火　18:30～20:30
金　18:30～20:30

安浦ＪＶＣスポーツ少年団 安浦小学校体育館
火　18:30～21:00
土　18:00～21:00

1,000

かわじりＪ．Ｖ．Ｃスポーツ少年団 川尻小学校
火・水・金　16:30～19:00
土　9:00～17:00

2,000

水　18:00～20:00
土・日　9:00～17:00

辰川スポーツ少年団＊★ 呉市内体育館
火・水　18:00～20:00
土・日　9:00～17:00

3,000

昭和西小学校 月　17:00～19:00

昭和南小学校
木　17:00～19:00
土　9:00～13:00

硬式テニス 九嶺テニスクラブスポーツ少年団 焼山公園 火・木・金　17:00～19:00 3,000

新体操 キートス新体操クラブスポーツ少年団 辰川会館
月　16:00～17:00
月・金　17:00～21:00

3,000/5,000

至道館スポーツ少年団＊ 至道館武道場 【不定期】:月１程度 2,000

音戸ふくごうスポーツ少年団＊ 大浦埼体育館 【不定期】:月１程度 600

辰川スポーツ少年団＊ 呉市内体育館 【不定期】:月１程度 3,000

波多見リトルバレーボールスポーツ少年団＊ 波多見小学校体育館 【不定期】:月１程度

トライアスロン 音戸陸上クラブスポーツ少年団＊ 大浦崎公園・呉市総合グラウンド 【不定期】:年１程度

＊競技種目が複数ある団（★マークのある競技がメイン競技）

1,000

種　目 団　名 活動施設 活動頻度
会費

（円/月）

1,000

焼山ジュニアスポーツクラブスポーツ少年団＊★ 2,000

2,000/小学生
500/中学生

サッカー

広・長浜ソフトテニススポーツ少年団

野外活動

バドミントン

ソフトテニス

ミニバスケットボール

陸　上

安浦フレンズスポーツ少年団

焼山ジュニアスポーツクラブスポーツ少年団＊★

1,000

バレーボール

昭和南バレーボールスポーツ少年団 2,000

宮原バンブスポーツ少年団＊★ 宮原小学校 1,500

焼山フラワーズスポーツ少年団

波多見リトルバレーボールスポーツ少年団＊★ 1,000

ソフトボール

阿賀Ｇビクトリースポーツ少年団
2,000

500/保護者


