
種　　目 教室・クラブ名 練習日（毎週） 会場 代表者 会費

津幡町陸上競技教室
幼児

小学生
男／女

４月～１１月　土　９：３０～１１：３０
１２月～３月　１７：００～１８：１５
平日（月・木）　１９：１５～２０：１５

津幡運動公園陸上競技場　他 吉岡　庄治
年額　３，０００円
幼児　２，０００円

津幡ジュニアアスリートクラブ
小学３～５年生

（６年生は継続者のみ）
男／女

平日　１９：００～２１：００
土　９：００～１１：００

津幡運動公園陸上競技場 大久村　健一
４～６年生　年額　１２，０００円

３年生　年額　８，０００円
ウエア代別途

津幡町ジュニア卓球教室
小学２～５年生

（１年生以下要相談）
男／女 月～土　１９：００～２１：００

月　津幡南中学校
火～土　津幡町総合体育館

松島　仁司 半期　６，０００円

PEACE津幡卓球クラブ
年中～小学３年生

（要相談）
男／女 火～日　１９：００～２１：００ 津幡町総合体育館 森田　聖人

月額　４，０００円
保険料・登録料別途

Practice Jr.卓球クラブ 年中～中学生 男／女
月～金　１９：００～２１：００

土／日／祝　１３：００～１７：００
萩野台小学校 西田　憲治

月額　３，０００円
保険料・登録料別途

津幡町ジュニアバレーボールスポーツ少年団 小学生 女
月／火／木　１８：３０～２１：００

土　１４：００～１８：３０
津幡運動公園体育館 洲﨑　淳 月額　１，０００円

津幡ファイアキッズJVC 小学生 女
月／水／金　１８：３０～２０：３０

土　その都度連絡
月／金　津幡運動公園体育館

水／土　笠野小学校
八十嶋　孝司 月額　１，０００円

津幡町空手道教室
幼児（年中～）

小学生
中学生

男／女
水／木／金　１９：００～２１：００

土　１７：００～２１：００
津幡町総合体育館 山森　義之

月額　１，０００円
保険料別途

津幡町田賀武道空手道場スポーツ少年団
幼児（年少～）

小学生
中学生

男／女 火／金　１９：００～２１：００
火　津幡町総合体育館

金　条南コミュニティプラザ
田賀　博

月額　３，０００円
保険料別途

柔　　道 津幡町少年柔道教室
幼児

小学生
男／女 火／水／木　１９：００～２１：００ 津幡町総合体育館 川村　晃正 月額　１，０００円

津幡少年剣道教室 小学生 男／女
水　１８：１５～１９：３０
金　１８：１５～２０：００

津幡町総合体育館 家田　敏之 半期　４，０００円

くりから少年剣道教室 小学生 男／女 火／木　１９：３０～２１：００ 刈安小学校 西川　篤
入会金　２，０００円
半期　３，０００円

なぎなた 津幡町なぎなた教室
小学生
中学生

男／女 火　１９：００～２０：１５ 津幡町総合体育館 二宮　美紀
年額　４，５００円

保険料別途

Leapつばた 小学生 男／女 金　１９：００～２０：３０ 津幡町総合体育館 源田　智聖
１，５００円
保険料別途

ピエロつばたクラブ
幼児

小学生
男／女

月　１８：１５～２０：１５
火／木　１９：００～２１：００

土　１７：００～１９：３０

月　条南小学校
火／木／土　津幡町総合体育館

稲田　留美子
月額　２，０００～６，０００円

保険料別途

SeveC
幼児

小学生
男／女

月　１８：００～２１：００
火／木／金　１９：００～２１：００

土　１７：００～２０：００

月　太白台小学校
火／木／金／土 津幡町総合体

育館
高山　智美

月額２，０００円～６，０００円
保険料別途

条南トランポリンクラブ
幼児

小学生
男／女 第２・第４ 土　１４：００～１６：００ 条南小学校 加波　雅子 半期４，２００円

バドミントン 津幡町ジュニアバドミントンクラブ
小学１～４年生
（幼児は面談）

男／女
月／火　１９：００～２１：００

木　１９：００～２０：３０
土　１８：００～２０：３０

月／木／土　津幡中学校
火　津幡小学校

水上　智
半期　９，０００円

保険料・登録料別途

津幡町ジュニアテニス教室 小学１～３年生 男／女
土／日　９：００～１１：００

冬季変更あり
津幡運動公園テニスコート 前田　猛夫

半期　６，０００円
保険料別途

津幡ジュニア（ソフトテニス） 小学生 男／女
火／木／土　１９：００～２１：００

日　１３：００～１７：００
津幡町総合体育館テニスコート 笠原　信浩

半期　４，０００円
保険料・登録料別途

津幡どんぐり 小学生 男／女
火／木　１７：００～１９：００

土／日／祝　９：００～１３：００
津幡小学校

津幡運動公園多目的競技場
吉本　学

年額　１０，０００円
１年生は保険料のみ

中条ブルーインパルス 小学生 男／女
火／水／木／金　１７：００～１８：３０

土／日／祝　９：００～１２：００
条南小学校 尾崎　弘由 年額　１１，０００円

能瀬ジュニア野球（英田パワフルズ） 小学生 男／女
月／火／木　１７：００～１９：００
土／日／祝　９：００～１６：００

英田小学校 山本　芳弘 月額１，０００円

井上ドラゴンズ 小学生 男／女
水　１７：００～１８：３０

土／日／祝　９：００～１２：００
井上小学校

萩野台小学校
堀畑　竜一

月額１，０００円
保険料別途

ラグビー 津幡ラグビースクール
小学生
中学生

男／女
月　１９：００～２０：３０
土　９：３０～１１：３０

津幡運動公園多目的競技場 左尾　浩太郎 半期　５，０００円

相　　撲 津幡町少年相撲教室
幼児

小学生
（幼児は要相談）

男／女
火／木　１８：３０～２０：３０

土　１８：００～２０：３０
（木曜は隔週）

津幡町総合体育館 長井　恒輝
幼児～３年生　月額　５００円
４～６年生　月額　１，０００円

少林寺拳法 津幡町少林寺拳法教室
小学生
中学生

男／女
火　１９：００～２１：００
土　１９：００～２０：３０

火　サンライフ津幡
土　アル・プラザ津幡

梅村　繁
月額　３，５００円

登録料別途

太白台FCスポーツ少年団
幼児

小学生
男／女

火　１８：３０～２０：３０
日　９：００～１２：００
幼児～２年生は日曜

太白台小学校 出村　伸之
小学生　月額　１，０００円

幼児　月額　５００円
保険料別途

津幡ジュニアフットボールクラブ 小学生 男／女
月　１８：００～２１：００

火／金　１９：００～２１：００
井上小学校
英田小学校

洞庭　恵仁
月額　２，５００円

保護者会費　年額　２，０００円
保険料別途

中条サッカースポーツ少年団 小学生 男／女
月／水／金　１７：４５～１９：１５

土　１３：３０～１６：３０
日　１０：３０～１６：３０

中条小学校 鍋島　義忠
１～２年生　年額　５，０００円

３～６年生　半期　１０，０００円

能瀬サッカースポーツ少年団
幼児

小学生
男／女

水　１８：００～１９：３０
土／日　９：００～１２：００

英田小学校 山口　繁明
入会金　２，０００円
月額　１，５００円

津幡スワンズMBC 小学生 女
月　１８：３０～２０：３０

水／木　１８：００～２０：００
土／日　１４：００～１８：００

月／水／土／日　津幡小学校
木　英田小学校

岡本　栄太
入会金　１，０００円
月額　１，５００円

井上ワイルドキャッツJr. 小学生 女
水／木　１８：００～２０：００
土／日　９：００～１２：００

（日曜は隔週）
井上小学校 宮崎　守 半期　７，０００円

津幡オーサンズ 小学生 男

火　１７：３０～２０：００
木　１７：３０～１９：３０
金　１８：００～２０：００
土　１４：３０～１８：００

火／土　英田小学校
木　太白台小学校
金　津幡小学校

森瀬　幹春 月額　１，０００円

津幡ビーンズ 小学生 男
火　１７：３０～２０：００

木／金　１７：３０～１９：３０
土　１３：３０～１６：００

火／木／金　中条小学校
土　津幡運動公園体育館

松田　淳太郎 半期　６，０００円
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