
種  目 団   体   名

北野ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 塩沢　清 090-9814-2516

所沢ライオンズ(女子) 和智　由彦 090-5767-3399

所沢南ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 加藤　徹 090-5525-9522

山口プリティラビット 松山　善生 080-1086-0529 purirabe@yahoo.co.jp

若松グリーンエンジェルス 常岡　一雄 090-4453-1373

武蔵野ドリームス 渡辺　貴美子 090-9131-8543

柳瀬セブンピース 白井  正夫 090-1506-9293

新所沢Ｇシューターズ 城間　勝志 090-9380-5177 g-shooters.minibasketball@jcom.zaq.ne.jp

所沢泉ドルフィンズ(男子) 佐藤　昇 080-5473-8733 izumidolphins1967@gmail.com

所沢泉ドルフィンズ(女子) 田中明子 090-4665-0968 mona.noi.4.7.9@gmail.com

林クローバーズ 佐藤　由香理 090-6655-8827

椿峰パンサーズ 藤本　健二郎 090-3543-1448

北秋津イーグルス 宇津木　裕 090-5504-0821 kitaakitsueagles@gmail.com

所沢柳瀬ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 森田　英正 04-2944-8305 yanase.volley@gmail.com

所沢育星ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 北田　憲一 090-1818-7514

狭山ヶ丘ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 大矢　宏子 04-2949-2195

所沢小手指ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 疋田　いずみ 080-1191-7531 kotesashijvc@gmail.com

所沢ﾐﾗｸﾙｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 新妻　かおり 090-2765-8718 tokorozawamiraclejvc@yahoo.co.jp

三ヶ島剣友会 伊藤　正和 04-2948-0394 mikaken@jcom.home.ne.jp

小手指剣友会 木村　聰 090-1427-2250 kotesashi.ken@gmail.com  

山口剣友会 遠藤　健志 04-2924-7535

富岡錬友会 長谷川　光二 090-2244-7270 hase.tomiren@gmail.com

所沢剣道教室 峯岸　保男 090-7013-2450

一刀会 萩原　恒男 090-4735-7801 kendo.ittoukai@gmail.com

新所沢ツインズRC 光安　功 080-4433-8450 twins.rc.public@gmail.com

小手指ファイターズ 伊藤　博夫 04-2928-3809

新所沢メッツ 島崎　克夫 090-8686-5697 shintokorozawa.mets@gmail.com

所沢コスモナイン 中井　正勝 090-4811-7432

若狭ブルースカイ 斉藤　国利 04-2922-1361

所沢上安松ファイターズ 武笠　伸雄 04-2992-3038

所沢ニュータウンヤンキース 瀬戸山　邦二郎 04-2926-1059

所沢安松シャークス 加藤　孝一 04-2951-3221

並木ロビンズサッカークラブ 太田　弘明 04-2992-2449

若松キッカーズ 近藤　忍 090-2438-0149 https://momonga-net.com/football/Welcome.do?team=wakamatsu

安松フットボールクラブ 宗広　克則 090-4925-0482

柳瀬レッドローズジュニア 成重　洋 090-2672-9751

美原サッカークラブ 大武　謙一 090-4173-6286 miharasc.tokorozawa@gmail.com

上新井サッカー 浅後　仁司 090-4910-6670 http://kamiarai.web.fc2.com/

山口サントスサッカークラブ 冨川　徹 04-2921-8031 yssc1984@gmail.com

南ファイターズサッカー 木内  正広 050-5327-8227 minamifc1982@yahoo.co.jp

荒幡ビガーズサッカー 山崎　雅也 090-2314-2413

小手指サッカー 藤井本　晃 090-3089-6375

宮前サッカークラブ 田中　和彦 04-2939-9519

若狭サッカー 水流(ツル)　周一 080-6502-4920

北野サッカークラブ 佐山　博光 090-4825-6126 kitano_soccer@hotmail.co.jp

三ヶ島フットボールクラブ 笠井　崇史 090-6933-0682

富岡サッカークラブ 川原　和豊 090-6924-4545 http://www.tomiokasc.com

所沢サッカークラブジュニア 斉藤　洋一 090-3407-9308

西富サッカークラブ 渡辺　繁雄 090-5563-9763

武蔵野イレブンサッカークラブ 大熊　輝明 090-8346-4427

清進サッカークラブ 縄田　信之 090-9370-0409

北秋津すばるＦＣ 赤坂　雅司 090-2544-3039

所沢ファルゴランテJｒ 柳原　雅也 090-3914-0977

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 所沢ジュニアバドミントン 後藤　栄 080-6655-0503 gotosakae5103@gmail.com

合気道 所沢市合気道 山口　裕之 04-2992-2671

弓  道 所沢市弓道 廣瀬　雅孝 令和4年度は団員募集を行っておりません

ﾗｸﾞﾋﾞｰ 所沢ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ 鈴木　正則 080-6631-9876 mstry@nifty.com

事務局

荒幡小学校／土：13:00～、日：13:00～

小手指小学校校庭　土、9:00～12:00 日、9:00～17:00

安松小学校・和田小学校／土・日・祝祭日： 午前又は午後

明峰小学校・航空公園／土：14:00～16:30、日・祝：9:00～11:00 

並木小学校・航空公園／土・日・祝日：08:30～16:30（午前又は午後の４時間程度）

航空公園／水：15:30～16:30、若松小学校／土：13:30～17:00

所沢市民武道館／土:18:00～20:30

西富小学校/土：13:30～17:00

清進小学校／土：13:00～17:00、日：9:00～17:00 ※低学年は2時間程度

和田小学校・安松小学校・松井小学校／土日祝の半日、安松中学校／平日19:00～21:00

美原・伸栄小学校など／月･火･木･土･日･祝（2～3時間）／男子もたくさんいます。

北秋津小学校／夏　土14:00～17:00、冬　土13:00～16:00、松井小学校／日：13:00～16:00

中富小学校／土・日・祝：9:00～16：00、水:17:30～19:30

若狭小学校／土：12:00～

ミニバス
(13)

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
(5)

美原小学校／日曜、祝日・8:00～16:30 （第2日は除く）

柳瀬小学校／土：午前または午後、日：8:00～12:00

若狭小学校体育館／土：13:00～18:00

剣　道
(6)

サッカー
(21)

三ヶ島小学校／土・日・祝日　午前又は午後

富岡小学校（火・水・金・土）、並木小学校、（土・日・祝）、平日(17:00～18:30)、土・日・祝：(練習：午前、試合：全日)

柳瀬小学校体育館／水：17:00～19:00  土、日、祝　9:00～12:30 または13:00～16:30

美原小学校／水17:00～19:00 明峰小学校／土13:00～17:00 日11:00～13:00

所沢南小学校／土・日：9:00～13:00、13:00～17:00　明峰小学校／土：9:00～13:00

若松小学校／水：17:00～19:00、土・日：9:00～13:00

山口小体育館／水：16:30～18:30、土：8:30～12：30 、日：13：30～17:30

東所沢小学校／土・日：8:30～16:00(3年生以下は午前中のみ、ただし希望者は可）、水：17:30～19:30（4年生以上対象）

北小・清進小／土・日・祝：8:00~18:00の間に男女別。（時間の変更あり。平日も週1回練習あり）

泉小学校／水・金・土・日・祝／年中～6年生／体験随時OKです(体験は何回でもOKです)

椿峰小学校体育館/火17:00～19:00、土9:00～17:00、日8:00～10:00

所沢小学校／金曜日：18:00～19:30、日曜日：9:00～12:00

美原小学校／土：13:00～16:00、第2日：9:00～12:00

上新井小学校／土：12:00～17:00、日・祝：09:00～17:00

所沢市スポーツ少年団加盟団体（全５７団体）

練 習 場 所  ／  曜 日 ： 時 間申し込み・問合せ先

中央小学校体育館／土・日：17:00～19:00

富岡小学校体育館／日：9:00～12:00、富岡中学校道場／木：18:00～20:00

令和4年6月3日

北野小学校／土・日・祝：8:30～12:30 または12:30～16:30　（男女別）

中央小学校／土：09:00～15:00、日・祝：9:00～15:00

伸栄小学校／土曜日（第2・第4）、毎週日曜日、祝・祭日：8:00～15:30　　　

安松小学校・和田小学校／土・日・祝日：午前又は午後

※　この加盟団体一覧は目的以外には使用しないでください。

北野小学校／土・日・祝：午前又は午後

富岡小学校：校庭／土・日・祝：13:30～

松井小学校／土・日・祝：8:00～13:00

〒359－8501      所沢市並木１－１－１       所沢市教育委員会スポーツ振興課（所沢市役所6F）  ＴＥＬ：04-2998-9248    ＦＡＸ：04-2998－9167

若狭小学校／日：9:00～17:00

※　練習場所や曜日・時間につきましては会場の予約状況によって変更になることがありますのでご了承ください。

山口・椿峰・泉小学校・小谷公園／土：14:00～17:00、火・木：16:30～18:30

南小学校／4月～9月、(土)：15:20～17:00、(日・祝)：14:00～17:00  ／10月～3月、(土)15:10～17:00、(日・祝)13:30～17:00 

宮前小学校／土：12:00～15:30、14:00～17:00

野　球
(8)

北野・小手指・上新井小学校／土・日・祝：午前又は午後

安松小学校・和田小学校／土曜日：13:00～17:00、日曜日：13:00～17:00 

航空公園又は所沢カルチャーパーク／毎週土曜日 9：15～12：00

並木8-7団地ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ／日：10:00～13:00　伸栄小学校／第１・３・５ 土：10：00～13：00

所沢市民武道館／日：14:30～16:00、金：19:00～20:00

上山口中学校(山口中)／水：19:00～21:00、山口小学校／日：9:00～12:00、椿峰小学校／第２金曜日：19:00～21:00

泉小、荒幡小／1～6年生（月/木/土/日/祝）50名の元気すぎる仲間とスタッフ10名が皆の参加を待っています。

林小学校／土・日　8:30～12:30、13:00～17:00　（※男女別・隔月で時間の変更あり、平日練習週1回）

上新井小学校／火・水 17:00～20:00、土・祝　9：00～17：00、日 13:00～17:00　

北秋津小学校体育館/金18:30～20:30 土祝/8:20～12:30/12:30～16:30（男女別）日/8:20～12:30 

小手指小学校・北中小学校/火・木：17：30～19：30　土：9：30～16：00　日：9:00～17:00　

小手指小学校体育館／土曜日：16:00～18:00、日曜日：9:00～12:00

日曜日：8:30～12:00 若狭小学校、水曜日：18:30～21:00 若狭小学校、金曜日：18:30～21:00 林小学校
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