
1 スポーツ少年団にはいると… ☆仲間との友情、連帯感を育てます。
☆定期的・組織的にスポーツを楽しめます。 
☆仲間と一緒にプレイする楽しさを教えてくれます。

2 対象者・・・ 田辺市内小・中学生（各少年団によって異なります）
3 申込方法・・・ 下記の申込先に直接お電話でお申し込みください。
4 申込期間・・・ 令和４年４月１日（金）～

№ スポーツ少年団名 時　間 主な活動場所（変更される時もあります） 募集対象 申込先 電話番号
19:00～20:00 高山寺
19:30～20:30 田辺市立武道館

2 田辺空手クラブ 19:30～21:00 高雄中学校・上秋津中学校体育館、他 幼児～高校生
19:00～21:00 芳養児童センター
19:00～21:00 田辺市立武道館

4 熊野塾 19:30～21:00 東陽中学校武道場 年長・小学生・中学生・高校
19:00～20:00 東陽中学校体育館
18:30～20:00 田辺市立武道館
18:30～19:30 田辺第一小学校体育館

 4～9月 18:30～20:00
10～3月 18:00～19:30

田辺道場 水・金曜日 19:00～21:30 田辺市立武道館
富田道場 月・木曜日 19:00～21:00 富田中学校武道場

8 大塔柔道会 19:30～21:30 大塔武道館 幼児・小学生・中学生・一般
9 田辺東少林寺拳法クラブ 19:30～21:30 田辺市立武道館    幼児・小学生・中学生
10 田辺西少林寺拳法クラブ 19:00～22:00 会津小学校体育館 幼児・小学生・中学生・一般

19:00～21:00 明洋中学校体育館
12:00～18:00 田辺スポーツパーク
 9:00～11:00 田辺スポーツパーク
18:00～19:00 上秋津若者広場

13 南紀ジュニア 14:00～18:00 文里多目的グラウンド・目良多目的グラウンド 年長～小学６年生
14:00～
 8:30～

15 田辺ジュニアテニス  8:30～10:30 文里テニスコート、田辺スポーツパークテニスコート 小学生・中学生・高校生
19:00～21:00 上秋津小学校体育館
19:00～21:00 田辺第三小学校体育館
19:00～21:00

 9:00～
19:00～21:00 東陽中学校体育館
13:00～17:00 田辺第二小学校体育館または田辺第三小学校体育館
19:00～21:00 東陽中学校体育館
13:00～17:00 田辺第二小学校体育館または田辺第三小学校体育館
18:30～20:30
 9:00～12:00
9:15～12:00 会津小学校グラウンド　他
9:15～12:00 田辺高校グラウンド・神島台グラウンド、他

22 田辺剛健 13:00～ 文里三角グラウンド 小学生
15:00～

23 9:00～
15:00～17:00
 9:00～17:00

16：00～17：30
 9：00～17:30

16:00～
8:00～

17:00～19:00
 9:00～16:00

16:00～ 田辺第一小学校グラウンド
8:30～ 田辺第一小学校・江川洲崎グラウンド）

19:00～21:00 男子のみ（場所未定）　
19:00～21:00 男子（会津小学校体育館）　　　　女子（上秋津小学校体育館）
17:00～19:00 男子（会津小学校体育館）　　　　女子（田辺第一小学校体育館）
 9:00～12:00 男子  （会津小学校体育館）　　　女子　（上秋津小学校体育館）
17:00～19:00

 19:30～

幼児・小学生
金曜日

仲間とスポーツしませんか！

競　技　名 練習日
月・水・金曜日

○団員募集中の各スポーツ少年団　＜運営方法や練習方法等、詳細については申込先にてご確認ください。＞

金曜日
水・金曜日

小学生・中学生空手道

月・水・金曜日

各団の申込み先（担当者、連絡先）
については、上記、田辺スポーツ
パーク管理事務所までお問い合せ
下さい。3 田辺元町空手

月曜日

火・土曜日6 三栖剣友会

火曜日5
剣　道

建武館
月曜日

7
柔　道

練心館 年長～小・中学生

火・金曜日

三栖小学校体育館 小学生

12 陸上競技 田辺ＡＣ
土曜日

小学１年生から

少林寺拳法
月・木曜日
火・金曜日

11 体操競技 田辺ジュニア体操クラブ
月・木曜日

日曜日
テニス 土曜日

1 合気道 合気道田辺道場
木曜日

小学生・中学生

火・木曜日

サッカー
土曜日

14 牟婁フットボールクラブ
土曜日

田辺SP 他 年長～小学６年生

幼児・小学生・中学生
土曜日

16

バレーボール

田辺ＮＶＣ
火曜日

小学生女子　中学生女子
木・土曜日

17 キッズ・エンジェル
火・金曜日

三栖小学校体育館　衣笠中学校体育館 小学１年生～５年生 の女子

21 ラグビーフットボール 梅干ジュニアクラブ

日曜日

18 キッズ・ファイターズ (女子)
水曜日

小学新３年生、新４年生に限る
土・日曜日

19 キッズ・ファイターズ (男子)
水曜日

小学２年生～　　男子
土・日曜日

20 中辺路ジュニアバレーボールクラブ
火・水・土曜日

鮎川小学校体育館　 小学校　新２年生～新５年生
日曜日

火・水・金
新庄第二小学校グラウンド 新庄第二小学校区・小学生

第２土曜日
幼児・小学生

小学生
土・日

第１・第３土曜日

24

田辺第一小、田辺第二小、田辺第三
小、田辺東部小校区小学生

26

27 龍神少年野球クラブ

土・日
水曜日

28 ＴＡＮＡＢＥクラブ

軟式野球

土・日・祝祭日

25

鮎川少年野球クラブ
水曜日

鮎川若者広場

土・日・祝日

芳養小学校区小学１年生～６年生　男女芳養クラブ
火・水・金曜日

芳養小学校グラウンド

新二ボーイズ

火・水・木または金曜日

土・日・祝日

土・日

新庄少年野球クラブ
火・水・木

新庄グラウンド

小学１年生～６年生

土・日・祝日
田辺市安井運動場（若もの広場）他 龍神村内小学区・小学生

※主な活動場所は、体育館やグラウンドの予約状況等の関係で変更することがあります。

29
ミニバスケットボール

火曜日

小学生

小学生・中学生
火曜日　　　　　　　　　

田辺ミニバスケットボールクラブ
土曜日
日曜日

水曜日

30 うさカメ
月・木・土曜日

田辺第二小学校体育館

田辺市スポーツ少年団は、スポーツを
通して健康なからだと心を養うことを
目的として、活動を続けているよ。

スポーツ少年団に関するお問い合わせは

＜田辺市スポーツ少年団事務局＞
〒646-0061 田辺市上の山一丁目23番1-1号

田辺スポーツパーク管理事務所

田辺市教育委員会スポーツ振興課内

☎L 0739-25-2531 / FAX 0739-25-0387


