
種 目 団 名 代表指導者 電 話 備 考 ※印は中学生も募集します。

野 球 金島コンドル 飯塚 克巳 22-4772

〃 渋川キングファイターズ 高橋 智 24-1317 随時募集します。

〃 渋川サウスサンズ 宮川 光年 22-5668

〃 豊秋ジュニアホークス 真下 広章 23-9140

〃 古巻オリオンズ 形野 宏明 25-3730 随時募集します。

〃 古巻リバース 田中 朋之 090-4844-6472 現在、休部中のため、問い合わせは代表指導者まで。

〃 津久田レッドキャップ 林 彰康 090-4927-8826 ３月中の毎週土、日曜日9:00～1５:00に受付ます。（体験・見学歓迎）随時募集します。

〃 横野コンドル 儘田 正樹 56-7759

〃 北橘イーグルス 都丸 秀治 23-5263 ３月中の毎週水曜日16:00～18:00に随時募集します。

〃 橘リトルタイガース 渡辺 羊生 52-3869 3月中の毎週火，木曜日16:00～18:00及び土曜日9:00～16:00に募集します。

〃 伊香保フェニックス 斉藤 章吉 72-5868(中田) 3月中の毎週火，木曜日16:00～18:00及び土曜日10:00～12:00に募集します。

〃 小野上サンデース 佐藤 宏和 59-2341 女子の入部も大歓迎です。

サッカー GKF.UNITED金島ハヤブサイレブン 須田 知広 027-234-5834 ３月２２日までの毎週木曜日（19:00～21:00）随時募集します。（体験歓迎）

〃 渋川ジュニア 西ＳC 宮崎 博 24-9353

〃 渋川ジュニア 北ＳC 渋谷 芳泰 23-6608

〃 渋川ジュニア 南ＳC 酒井 雅典 23-4187

〃 渋川ジュニア 豊秋ＳC 小菅 博行 24-6383

〃 GKF.UNITED古巻サッカークラブ 平方 康浩 55-5729 ３月２２日までの毎週木曜日（19:00～21:00）随時募集します。（体験歓迎）

〃 小野上ＦＣ 野村 厚久 59-2681 女子の入部も大歓迎です。
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〃 小野上ＦＣ 野村 厚久 59-2681 女子の入部も大歓迎です。

〃 ※Ｃalchet Jr. 江川 周作 090-4618-4814 カルチェットスポーツクラブ ３月中の火曜日～金曜日17:00～20:00に受付ます。

〃 ＡＮＧＥＬＯ子持支部 秋山 崇徳 53-4544 ３月中の毎週月、木曜日18:00～20:00に随時募集します。

〃 橘少年サッカー 今井 隆雄 52-2184 ３月中の毎週土、日曜日9:00～10:00に随時募集します。

〃 ＡＮＧＥＬＯ赤城支部 齊藤 泰明 56-5762 ３月中の毎週月、木曜日18:00～20:00に随時募集します。

※剣 道 渋川剣道 小澤 廣 23-1089

〃 金島櫻剣勇会 岸 恒弘 24-6418 毎週火、金、土曜日19：00～20：00に随時募集します。

〃 子持剣道クラブ 小渕 武 53-2760 ３月３日（日）9:00～13:00まで受付ます。

〃 橘剣友会講武館 根井 環 52-2611 ３月中の毎週水、金曜日18:00～19:30に随時募集します。

※柔 道 渋川市柔道スポーツ少年団 大谷 晴一 22-2137 ３月中の毎週金曜日18:30～20:00に随時受付ます。

〃 子持柔道教室 飯塚 勘一 53-3189 ３月中の毎週火曜日19:00～21:00に受付ます。

〃 北橘柔道スポーツ少年団 青木 金雄 24-5968 毎週火、木曜日の19:00～21:00に随時募集します。

〃 赤城柔道スポーツ少年団 石田 実 56-2927 ３月中の毎週火、木曜日19:30～21:30に随時募集します。

〃 渋川中央柔道スポーツ少年団 小野塚 利幸 25-3127 ３月中の毎週火曜日19:00～21:00に随時募集します。

※空 手 ＪＫＡ渋川少年団 石橋 薫 23-0296

〃 ＪＫＡ豊秋少年団 真下 宗司 22-1003

〃 ＪＫＡ古巻少年団 高橋 保行 23-0892

ソフトテニス ※渋川ソフトテニス 保科 一義 23-9816

〃 伊香保ソフトテニス 田子 純一 090-3697-2441 平成２５年度小学４年生以上を募集します。

※ラグビー 渋川ラグビー 加藤 順一 24-0790 ３月２４日(日)に受付ます。

※ スキー 渋川ジュニアスキークラブ 角田 淳 23-3731(飯塚) 随時募集します。

※ スケート 渋川スケート 善養寺 悟 54-5061 スピードスケート競技に限る。

〃 ＳＩＫＳＣスケート 小松 秀司 24-0120

〃 伊香保スピードスケート 高山 卓 090-3043-7970

※アイスホッケー 渋川アイスホッケー少年団 高橋 光弘 23-3815

バドミントン 渋川リトルバーズ 都丸 和良 22-2539 平成２４年度小学２年生以上を募集します。
ミニバスケット 渋川北ミニバス 剣持 一男 25-0046 ３月２日（土）に受付ます。

〃 子持ミニバスケットボールクラブ 佐藤 邦浩 53-3656 ３月２日（土）９:００～１２:００に受付ます。

〃 Ｋ・Ｍ・Ｂ・Ｃミニバスクラブ 佐藤 恵 080-5862-5182 随時募集します。詳しくは代表指導者へ。

〃 橘ＫＩＤＳミニバスクラブ 兵藤 泰之 090-5446-7153 ３月中の毎週火曜日19:00～21:00に随時募集します。

バレーボール 子持ジュニアバレークラブ 山崎 由城 53-2225 随時募集します。

〃 赤城ラビッツ 都丸 治彦 56-7023 ３月から毎週水曜日19:00～21:00に随時募集します。

〃 古巻ジュニアバレーボールクラブ 星野 悟美 25-1130

※卓 球 子持ジュニア卓球クラブ 後藤 久志 53-3651 3月5日，12日の火曜日19:30～21:00に受付ます。また、平成25年度小学生5年生以上を募集します。

陸 上 子持少年陸上クラブ 小渕 哲哉 53-2140(栗原) 4月10日(水)、17日(水)の18:30～19:00に受付ます。3月の練習は休みです。
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JKA渋川･豊秋・古巻は３月６日，１３日の
水曜日19:00～20:00に受付ます。


