
少年団本部（豊田市体育協会内）…☎（0565）31－0451

乗　馬 事務局…松井まや　☎（0565）89－5072

馬と関わりの中で、乗馬の楽しさを感じながら、仲間、馬との絆を大切に活動しています。

活　動 小 ・中学生の男女

市内1ヶ所にて活動
◆ウイス牧場…馬場（松井）　☎（0565）89－5072

主な活動場所

空手道 事務局…中村敏明　☎（0565）58－2777

各道場で週1～3回の稽古。新年祈願祭、寒中稽古、豊田市空手道大会、県民空手道大会、全
日本空手道錬成大会（日本武道館）、昇級・昇段審査会、また各道場で行事あり、見学歓迎し
ます。

活　動 小 ・中学生の男女

竹村小・土橋小・山之手小・根川小・小清水小・青木小・松平中・益富中・名空会孝徳宮（千足町）・豊精
塾（宮町）・永覚新町児童館（永覚新町）・若林第二公民館（若林東町）・保見団地集会所・浄水武徳館
（浄水駅南）・ボストン西村（上豊田駅裏）・井上公民館（猿投駅北）・敷島小・名空会旭・梅坪台交流
館・猿投棒の手ふれあい広場・加納小・高岡中

主な活動場所

弓　道 事務局…藤本きみよ　☎（0565）76－4200

・基礎の習得から立射・坐射・競技の練習・審査会のための段級位取得練習を毎回行っています。
・団内大会・教室など交流行事も企画し弓道仲間の輪も広がります。

活　動 中学生の男女

藤岡中学校などで毎月土・日曜日を中心に活動
基本習得から段級審査・交流事業・教室・団内大会あり
　土曜日　午後1時30分～3時30分　／　日曜日　午前10時～午後3時
　（中学生テスト期間及び大会日・指導者研修会及び大会日は休み）
日本体育協会公認スポーツ指導員が全日本弓道連盟教本に基づき教えます。

主な活動場所

柔　道 事務局…大橋　☎（0565）26－7207

稽古を通して健全な心身の修業を行い、いじめない、いじめられない、おもいやりの有る気持ちを
育成します。毎年、少年柔道教室を実施（5～10月）しています。大会は数多くあり、級位及び段
位審査会もあり個人資格が取得できます。

活　動 小 ・中学生の男女

◆豊田教室　市武道館柔道場…毎週水・土曜日（午後6時～9時）　中川　☎（0565）31－0775
◆上郷教室　高岡中学校柔道場…毎週水・土曜日（午後6時～9時）　加藤　☎（0565）53－6363

主な活動場所

剣　道 事務局…手嶋道雄　☎（0565）89－3274

・市内各施設で独自に週1～3回の稽古があります。
・年に3回の級位・段位の資格試験があり個人資格の取得に挑戦できます。
・各教室では、色々な行事が企画され楽しく剣道を学ぶことができます。
・剣道スポーツ少年団加入者は、剣道連盟主催の少年教室（毎週1回）に参加可能。

活　動 小 ・中学生の男女

（小 学 校） 朝日・青木・伊保・石畳・衣丘・浄水・寿恵野・高嶺・堤・寺部・野見・東山
　　　　　　 東保見・元城・畝部
（中 学 校） 猿投・高橋・豊南・松平・竜神・若園・藤岡・小原
（他の施設） 足助スポーツセンター・下山憩いの家

主な活動場所

陸　上 事務局…川本浩一　☎（090）7955－4395

陸上競技を通じ健全な心身の育成を行い仲間を思いやる気持ちや自己記録への挑戦を目指
し活動しています。

活　動 小 ・中学生の男女

体操・新体操 事務局…鈴木美子　☎（090）1759－7898

活　動 小 ・中学生の男女

平成27年度
豊田市スポーツ少年団

団員募集
豊田市スポーツ少年団

団員募集
豊田市スポーツ少年団

団員募集

◆NPO法人トゥインクルクラブ（新体操）　坂部　☎（0565）21－2894
一般コース…農村環境改善センター・四郷小・浄水北小　中学・高校コース…若林東小
選手育成コース…高岡中・若林西小・高岡公園体育館他
ヒップホップコース…スカイホール豊田スタジオ（水・金曜日）・高岡公園体育館多目的室（火・木曜日）

◆とよたAC 　代表／川本浩一　☎（090）7955－4395
対象／小学4年生～中学3年生（男女）　　場所／トヨタスポーツセンター
日時／【小学生の部】毎週日曜日午後1時～4時　　【中学生の部】毎週日曜日午前9時30分～12時30分

◆上郷JAC　代表／有我真吾　☎（090）3957－0631
対象／小学3年～6年生（男女）　　場所／上郷中学校（夏季）及び柳川瀬グランド（冬季）
日時／毎週土曜日午後1時30分～4時
ホームページ／http://ameblo.jp/kamigojac/　　指導者も募集しています！

◆エンジェル新体操クラブ　齋藤　☎（0565）27－5987
ジュニア・幼児コース…寺部小　中学・高校・育成・選手コース…五ケ丘東小・大林小・挙母小

◆NPO法人アニマル体操クラブ高岡（器械体操）　鈴木　☎（090）6091－7340
一般コース…高岡公園体育館（水曜日）

◆NPO法人アニマル体操クラブ（器械体操）　今井（教室専用）　☎（090）2948－4424
一般コース…童子山小・挙母小・西保見小・スカイホール豊田・高橋交流館・市民活動センター他
強化・選手コース…スカイホール豊田・童子山小・挙母小・西保見小他

ホームページ　http://www.judo.jpn.org/toyota/

少林寺拳法 事務局…服部俊美　☎（0565）28－4128

人間は生まれながらに、どのようにも成長してゆける可能性を秘めています。
少林寺拳法は、その可能性を信じて自分を高め続けられる人、周囲の人々と協力して物心両
面にわたって豊かな社会を築くために行動できる人を育てています。

市内各道場で1～3回／週
市民大会はじめ各種大会・講習会1～2回／年
段位・級位審査会（随時）

活　動 小 ・中学生の男女

主な活動場所

豊田市スポーツ少年団は、少年スポーツの振興と体力の増進及び指
導者の充実をはかるために平成元年に9種目約2,600名で組織化さ
れ事業展開しています。平成26年度には、18種目6,522名が活動
するようになり、それぞれの種目での活動と同時に、カーニバル、指導
者研修会など各種目の交流や指導者の資質向上に努めています。
詳しくは、豊田市スポーツ少年団本部か種目ごとの内容を見て種目
別事務局へお問い合わせ下さい。

★平成26年度豊田市スポーツ少年団登録者数等
種　　　目

軟　式　野　球
空 　 手 　 道
バスケットボール
柔　　　　　　道
ラ　グ　ビ　ー
硬　式　野　球
サ　ッ　カ　ー
剣　　　　　道
少 林 寺 拳 法

チーム数
27
9
18
2
1
4
24
21
11

指導者数
318
40
124
30
17
62
272
237
84

団員数
641
358
578
76
61
195

2,324
464
108

種　　　目
ハ ン ド ボ ー ル
バ レ ー ボ ー ル
体 操 ・ 新 体 操
バ ド ミ ン ト ン
卓　　　　　　球
陸　　　　　　上
乗　　　　　　馬
ド ッ ジ ボ ー ル
弓　　　　　　道
合　　　　　　計

チーム数
2
12
3
4
4
2
1
9
1

155

指導者数
11
47
38
13
18
9
3
69
3

1,395

団員数
49
331
791
36
153
77
11
207
62

6,522



バレーボール 事務局…佐野教雄　☎（0565）89－0258

各クラブ・教室にて、練習日を決め活動実施（週1～3回程度）
活　動 小 ・中学生の男女

全日本小学生大会・西三河総合大会・新人戦大会・豊田市民総合体育大会
豊田市民選手権大会（6人制バレーボール、ソフトバレーボール）・他都市交流会

試　合

硬式野球 事務局…砂原幹男　☎（090）3454－2376

野球を通じて青少年の心身の健全育成を目的に活動しています。全国大会や県内外のチームとの
親善試合など他都市の小中学生とも活発に交流しています。練習は下記の通り活動しています。

活　動 小 ・中学生の男女

サッカー 事務局…木下博嗣　☎（090）4440－5314

市内19チームの少年クラブと3チームの中学クラブチームと女子クラブチームが土・日曜日を中心
に中学校区毎で活動しています。詳細については、各クラブ担当者に問い合わせ確認して下さい。

活　動 小 ・中学生の男女

軟式野球 事務局…安藤五男　☎（090）8731－0144

構成は各チーム異なりますが、低学年から受け入れるチーム有
2月下旬～11月まで市内5大会開催。（県⇒東海⇒全国大会）
公式戦は、豊田市以外の大会へも参加しており好成績です。
各チーム情報は、ホームページ（http://www.hm8.aitai.ne.jp/̃tnyr/）もご確認下さい。

活　動 小 ・中学生の男女

練習場所・時間はチーム毎に異なります。
主に小学校、市内の公共施設で行っています。

主な活動場所

卓　球 事務局…塚本一良　☎（0565）32－0876　携帯（090）1274－0978

豊田ジュニア卓球クラブは、子供たちにスポーツの楽しさ、素晴らしさと礼儀を教えるともに
競技レベルの向上を図ることを目的とする。

活　動 小 ・中学生の男女

場所／スカイホール豊田サブホール
日時／原則として毎週水曜日（午後6時30分～9時）
内容／小学生低学年の初心者クラスから中学生の選手クラスまでのレベルにあわせた指導

をします。
　　　＊各種大会に参加

ラグビー 事務局…横田俊光　☎（090）7860－0495

ラグビーを通じて、たくましさとフェアな精神、相手を思いやる気持ちを育成する。

活　動 小 ・中学生の男女

練　習 小 ・中学生の男女

ハンドボール 事務局…澤田諭司　☎（090）4218－9687

活　動 小 ・中学生の男女

◆ハンドボールミニ（小学生）　※通年　代表／澤田諭司　090－4218－9687
場所・日時／元城小学校体育館、御立公園屋外コート…日曜日（午前9時～12時、月4回程度）
　　　　　　スカイホール豊田…水・木曜日（午後5時30分～9時、月3回程度）
内容／低学年（ボール遊びを通じ基礎運動）　　中学年（ボールゲームを通じて応用運動）
　　　高学年（ハンドボール競技の基礎技術習得）
試合／県内外との交流会、県大会、東海大会等に参加

◆ハンドボールジュニア（中学生）　※5月～3月　代表／松田剛紀　090－4166－0080
場所・日時／スカイホール豊田…木・金曜日（午後6時～9時、月2回程度）
内容／ハンドボール競技の基礎技術とコンビネーションの習得、県ジュニア強化選手の育成
試合／選抜チームによる県内外への遠征、東海大会に参加

ドッジボール 事務局…安藤門子　☎（090）3567－0724

ドッジボールを通して、自主性、自己責任、向上心、明るく楽しく元気よく行動できることを
目指し、健全に育成されるように支援することを目的として活動しています。

活　動 小 ・中学生の男女

バスケットボール 事務局…森岡　勇　☎（0565）89－4160

活　動 小 ・中学生の男女

バドミントン 事務局…命苫常雄　☎（090）3425－8909

活　動 小 ・中学生の男女

◆すえのはらSC　清野金蔵　☎（0565）27－3919（小・中学生）
目的、教室の生徒募集及び各教室の技術向上と交流促進

◆ミニバスケットボール教室（小学生）

場所／寿恵野小・末野原中　　日時／毎週土曜日（午前10時～12時、午後7時～9時）
◆Jr美里　命苫常雄　☎（090）3425－8909（小・中学生）
場所／東山小　　日時／毎週土曜日（午前9時30分～12時）

◆藤岡Jr　水谷幸広　☎（090）4189－3534（小・中学生）
場所／石畳小　　日時／毎週土曜日（午前9時30分～12時）

◆稲武Jr　岡田貢芳　☎（0565）82－2890（小・中学生）
場所／稲武中　　日時／毎週金曜日（午後7時～9時）

◆リトルリーグ（小学生） 代表／砂原幹男　☎（090）3454－2376
場所／豊田リトル練習グラウンド（勘八広場）　　日時／毎週土曜日（午後2時～）・日曜日（午前10時～）

豊南JFT（伊藤）…………☎（0565）27－2785
トヨタSSS（中本）………☎（0561）58－7904
下山FC（岡）……………☎（080）5168－3490
シルフィールド豊田（工藤）…☎（052）800－2020
SC高橋（溝江）…………☎（0565）80－1355
西高岡FC（柴田）………☎（0565）57－1381
ペレニアルSC（山田）…☎（0565）76－7339
朝日丘FC（増岡）………☎（0565）33－3711

逢妻SC（小林）……☎（0565）34－3762
松平巴FC（笠島）…☎（0565）58－4088
SFC梅坪台（近藤）…☎（0565）35－8639
藤岡JFC（下地）……☎（090）9663－5385
SC保見（木下）……☎（0565）48－2103
豊田AFC（吉岡）…☎（052）878－4300
若園SC（石川）……☎（0565）52－7631
SC美里（小柳）……☎（0565）58－1609

豊田北JFC（鈴木）……☎（0565）44－2090
豊田竜神FC（杉本）……☎（0565）54－4537
SC豊田東（山本）………☎（0565）58－2432
豊田エスペランサ（鈴木）…☎（0565）52－6762
駒場SC（萩原）…………☎（0565）57－1983
SC豊田（曽我見）………☎（0565）89－2206
豊田市少女SS（平沼）…☎（090）2616－0510

◆シニアリーグ（中学生） 代表／小嶋正博　☎（090）1834－4793
場所／豊田シニア専用グラウンド（浄水町）　　 日時／毎週土曜日・日曜日（午前9時～）

◆ボーイズリーグ（中学生） 代表／田畑良一　☎（080）1486－1711
場所／豊田ボーイズ専用グラウンド（矢並町）　 日時／毎週土曜日・日曜日（午前9時～）

◆ヤングリーグ（中学生） 代表／津曲敏憲　☎（090）4150－7006
場所／東海レジェンド練習グラウンド（勘八町）　日時／毎週土曜日・日曜日（午前9時～）

●教室開催場所・開催時間等は、事務局・安藤まで問い合わせ下さい。

◆平成BLUEtree（小学1～6年生の女子）
◆TOYOTA KATTZ（小学1～6年生の男女）
◆フレンズゴッド（小学1～6年生の男女）
◆大林ファイターズ（小学1～6年生の男女）
◆Micro Fighter（小学1～6年生の男女）

◆J.S.C稲武（小学1～6年生の男女）
◆Soul West（小学1～6年生の男女）
◆旭ファイターズ（小学1～6年生の男女）
◆美里スポーツクラブ（小学1～6年生の男女）

◆前山教室（前山小） 水曜／橘寿一 ☎（0565）29－0636【受付】4/8（水）18時
◆高橋教室（高橋中） 水曜／森岡勇 ☎（0565）89－4160 【受付】4/8（水）19時
◆高岡教室（堤小） 木曜／久永洋子 ☎（0565）52－4777 【受付】4/9（木）19時
◆挙母教室（童子山小） 金曜／山内厚史 ☎（0565）32－8858 【受付】4/10（金）19時
◆逢妻教室（小清水小） 金曜／金田武久 ☎（0565）29－6884 【受付】4/10（金）19時
◆強化男子（五ケ丘・小清水・童子山小） 日・木・土曜／山内厚史 
　☎（0565）32－8858【受付】随時
◆強化女子（大林・朝日・前山・童子山小） 日・木・土曜／森岡勇 
　☎（0565）89－4160 【受付】随時
◆KBB（挙母小） 土曜／小林久仁子 ☎（090）2346－6279 【受付】随時
◆足助（足助地区） 水・土曜／天野鉄久 ☎（090）7919－7324 【受付】随時
◆ジョーズ（藤岡地区） 水・土曜／大内光子 ☎（080）3286－6787 【受付】随時

◆豊田JVC（小・中学生女子）／加藤 ☎（0565）29－0405
◆豊田JV朝日（小学生男女）／都築 ☎（0565）52－0295
◆高橋クラブ（小学生男女）／鈴木 ☎（0565）80－4793
◆上郷クラブ（小・中学生男女）／野田 ☎（0565）21－3534
◆浄水クラブ（小学生男女）／羽場 ☎（0565）45－9010
◆足助バレーボール教室（小学生男女）／川合 ☎（0565）63－2227

◆TSC市木クラブ（小学生男女）／杉浦 ☎（080）6913－4691
◆竜神バレーボールクラブ（小・中学生女子）／矢頭 ☎（0565）52－3470
◆朝日丘SC（小・中学生男女）／能見 ☎（0565）32－7812
◆旭中学校バレーボールクラブ（中学生男女／稲垣 ☎（0565）68－2608
◆Toyota西山VC（小・中学生女子）／西山 ☎（090）4119－9318
◆足助ジュニアバレーボールクラブ（中学生女子）／林 ☎（0565）63－2714

◆ミニバスケットボール教室（中学生）
◆豊田ジュニア男子（美里中・竜神中） 月・木曜／木村博文 ☎（0565）28－7521 【受付】随時
◆豊田ジュニア女子（トヨタ自動車本社体育館） 月・木曜／鳥山光夫 
　☎（0565）44－0172 【受付】随時
◆TOYOTA WINDS（逢妻中・猿投台中） 水・土曜／金田武久 ☎（0565）29－6884 【受付】随時
◆KBBジュニア男子（梅坪台中） 木曜／小林久仁子 ☎（090）2346－6279 【受付】随時
◆前林ジュニア（女子）（前林中）土曜／久永洋子 ☎（0565）52－4777【受付】随時
◆シェンロン・ジュニア（男子）（逢妻中・竜神中）／後藤明 ☎（0565）80－1031【受付】随時
◆益富ジュニア（男）（益富中） 土・日曜／酒井有香
　Email:okaacchi@hm10.aitai.ne.jp 【受付】随時

開 校 日／4月12日（日）
練習日時／4月12日（日）～来年3月20日（日）の毎月第1、3日曜日及び第2、4土曜日
　　　　　午前9時30分～11時30分
場　　所／川田公園グラウンド他

試　合
県内交歓会・他県スクールとの親善試合　※試合は、学年単位で実施され、1年～6年生・中学生がそれぞれあります。


