
団名 対象 活動日時 活動場所 一言ＰＲ
武生東キッズ 東小校庭または東小体育館（火水）

（野球） 丹南総合公園多目的グラウンド（木）

武生東バドミントン 小1～小6 月水…18時30分～20時 東小体育館
男の子も女の子も、一緒にバドミン
トンを楽しみませんか？気軽に練習
日に見学に来てね！

木…18時30分～20時 東小校庭または東小体育館

日…9時～11時

武生西剣道 幼児～小6 土日…7時30分～9時 西小体育館
朝から稽古、稽古のあとは家族
でお出かけ!!

武生西ファイヤーズ 月水金…17時～19時 西小校庭

（野球） 土日…9時30分～13時 （雨天…体育館）

水…18時～19時

土日 …16時30分～19時

西っ子（軽スポーツ） 小1～小3 第2・4土…9時30分～11時30分 西小体育館 体を動かしたい子募集中！

火水金…17時～19時《夏季》 《夏季》南小校庭
18時30分～20時30分《冬季》 《冬季》南児童館（火水金）

土日…9時～12時 　　　　南小体育館（土日）
火木金…18時～20時30分 南小体育館（火木土）
土…17時~20時30分 南児童館(金)

火…18時～19時（1～3年）
19時～21時（4～6年） 南児童センター(火)

木…18時30分～20時30分 武生六中校庭（雨天時南児童館）（木）
土…14時～16時 南小校庭または体育館(土)

武生南剣道 小1～小6 月水金…17時30分～19時 南小体育館
心身ともに強くなろう！いつで
も見学OKです。

神山イーグルス 火木…18時～20時

（野球） 土日…9時～12時

水…18時～20時
土…16時～18時
日…13時～16時

神山剣道 小1～中3 月金…19時～20時30分 神山小体育館
初心者大歓迎！一緒に楽しく剣
道しましょう！

神山フェニックス 火木金…18時30分～20時 神山小体育館（火木日）

（バレーボール） 日…9時～12時 池ノ上スポーツセンター（金）

吉野剣道 小1～小6 木…18時～19時30分 吉野小体育館
心と体を鍛えよう！礼儀を学ぼ
う！

神山バドミントン 小1～中3 神山小体育館
バドミントンで楽しく体づくり
しよう。

小1～小6
楽しく活動しています。地区外
大歓迎！！

FC武南ファントム
（サッカー）

小1～小6
みんな集まれ！楽しくサッカー
しようよ！

小1～小6 神山小校庭または体育館 団員募集中！ いつでも来てね。

武生南ブルーウェーブ
（野球）

小1～小6
全員野球で頑張っています。い
つでも体験しにきてね！

武生南女子バレーボール 小1～小6
一緒にﾊﾞﾚ－しませんか♪体験
はいつでもOKです！

小1～小6
新しい仲間募集中。いつでも野
球の体験OKです。

武生西バドミントン 年長～小6 西小体育館
初めての子もレギュラー！友達
もいっぱいできるよ

小1～小6 火水木…17時30分～19時30分
仲間と一緒に元気に楽しく野球
をしよう！

武生東サッカー 幼児～小6
元気に楽しく一緒にサッカーを
しよう

令和４年度

○入団を希望される方は、基本的には活動場所で直接お申込下さい。
○ご質問等がございましたら、越前市教育委員会事務局スポーツ課内
越前市スポーツ少年団本部事務局 ℡ 22-7463 へお願いします。
○越前市ホームページ内「スポーツ少年団」ページもご覧ください。
https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/040/suposyou.html



団名 対象 活動日時 活動場所 一言ＰＲ
吉野レッドパワーズ 火水木…16時～18時30分

（野球） 土日…８時～11時

火水…18時～19時30分

土…9時～11時30分

水…19時30分～21時（高学年） 丹南総合公園屋内競技場(水)
土…14時～16時（全学年） 家久スポーツ公園自由広場または

吉野小校庭(土)

吉野小体育館（月・金）

柳荘体育館(水)

国高剣道 年少～小6 水日…19時～21時 国高小体育館
「心・技・体」一緒に剣道を楽
しもう！

国高ビクトリーボーイズ 水…16時～18時30分

（野球） 土日祝…9時～12時

水…19時～21時 国高公民館

日…17時～19時 式部ふれあい館

火…19時～21時

土日…17時～19時

月木…18時30分～21時

土…12時30分～16時30分

月…18時～20時 国高小体育館（月木土）
火…16時30分～19時 国高公民館（火）
木…18時30分～20時30分
土…13時30分～16時30分

国高公民館(火)
国高児童センター(金)
瓜生水と緑公園体育館(土)

火水…18時45分～20時 武生三中(火水)
土日…8時～12時30分 国高小校庭（土日）

（雨天時：国高小体育館、国高公民館）

大虫剣道 小1～中3 日…8時～10時 大虫小体育館
未経験者歓迎・防具貸出あり。
☎090-5171-4345

月木…18時～20時 大虫小体育館(月木）

土…8時30分～12時 大虫ミニ体育館(土)

火木…18時～20時
土…17時～20時
日…8時～12時

大虫ビックインセクト 水金…18時～20時 大虫小校庭（雨天：体育館）

（ソフトボール）

火木…18時～20時

土…16時30分～20時

大虫バドミントン 小1～小6 月水金…18時～20時 大虫ミニ体育館
いつでも見学＆体験ＯＫ！気軽
に見に来てね♪

大虫リトルスターズ 月…18時～20時

（野球） 水木…17時30分～20時

大虫FC
（サッカー）

小1～小6 大虫小校庭または丹南総合公園体育館
大虫FC HP
https://omushifc.com

小1～小6
大虫小校庭（月）
東小校庭または東小体育館（水）
丹南総合公園グラウンド（木）

低学年の子や女子も活躍中

大虫バレーボール
（女子）

小1～小6 大虫ミニ体育館
バレー団員募集！あつまれ　お
おむしの森♪

小1～小6
越前市のソフトボールに興味がある
男の子、女の子 体験にいつでも来て
ください。

国高サッカー 小1～小6 目指せ！未来のファンタジスタ！

大虫男子バレーボール 小1～小6
元気いっぱいの子供たちが活動
しています。

国高女子バレーボール 小1～小6
一緒にバレーボールを楽しみま
せんか？初心者歓迎！

国高空手 小1～小6 火金土…18時40分～21時
伝統空手「松濤館流」寸止めの
練習をしています。

国高バドミントン 小1～小6 国高小体育館 Let’s Smash!

国高男子バレーボール 小1～小6 国高小体育館
越前市内の元気な男の子！の皆
さん募集中です！

小1～小6 村国公園グラウンド
（雨天時：国高小体育館、国高公民館）

仲間のみんなと楽しく野球をし
ましょう。

国高卓球 小3～小6
初心者大歓迎です。お問い合わ
せください。

吉野サッカー 年長～小6
初心者大歓迎！楽しんでサッ
カーをしよう！

吉野バレーボール 小1～小6 月…17時30分～19時30分
水金…17時30分～20時

バレーボールを楽しみながら、コツ
コツ練習しています。来れる曜日だ
けの参加でもOKです。

小1～小6 吉野小校庭
野球に興味のある子！いつでも
体験待ってます！！

吉野バドミントン 年長～小6 吉野小体育館 団員募集しています



団名 対象 活動日時 活動場所 一言ＰＲ
矢良巣

（複合）
火水木…17時～19時
土…13時～17時
日…8時～16時（練習試合等）

王子保スポーツ少団

わんぱくクラブ

王子保スポーツ少団 王子保小(土)

サッカー部 武生六中（日）

火木…16時～18時30分 北日野小校庭
土…13時～17時 （雨天：北日野ミニ体育館）
日…8時～12時
月…18時30分～21時 北日野小体育館(月)
水…19時～21時 万葉中体育館（水土）
土…18時30分～21時30分

火木…18時30分～20時30分
火木…北新庄小校庭
（雨：北新庄小または北新庄公民館）

土…17時～20時
土…北新庄小校庭
（雨：北新庄小または北日野小体育館）

北新庄ヒーローズ 月水金…17時30分～19時30分

（野球） 土日…9時～12時

火木…18時30分～20時30分
火木…北新庄小校庭
（雨：北新庄小または北新庄公民館）

土…17時～20時
土…北新庄小校庭
（雨：北新庄小または北日野小体育館）

味真野ブルーエンゼルス 水木…16時30分～19時 味真野小校庭

（野球） 土日…9時～12時 （雨天：体育館）

月…18時30分～21時 北日野小体育館(月)
水…19時～21時 万葉中体育館（水土）
土…18時30分～21時30分

万葉JTC

（卓球）
月…19時～21時 味真野小体育館（月水）
水…18時30分～20時30分 味真野ミニ体育館(土)
土…13時～16時
火…19時～21時 万葉中体育館(火)
木…18時～20時 味真野ミニ体育館（木土）
土…9時～12時

火木…19時～20時30分

土…18時30分～21時

木…19時～21時 五中校庭（木）

日… 9時～12時 白山小校庭（日）

越前市柔道 年中～小6 水木土…19時～21時 市武道館
礼儀を身につけて楽しく体を動
かそう！

武生ジュニアテニスクラブ 小1～中3 火土…18時30分～19時30分、
19時30分～21時

武生中央公園庭球場
初心者大歓迎！楽しく硬式テニスの
練習をしよう！市テニス協会HP
http://www.echizen-ta.com/

白山サッカー 小1～中3
女子も活躍中!!体験見学大歓
迎！一緒に楽しみましょう!

味真野女子バレーボール 小1～小6
今がチャンス！さぁ、はじめよ
う！！

白山バドミントン 小1～小6 五中体育館
楽しく上達できます。いつでも
見学ＯＫです！

小1～小6 火土 …18時～20時 味真野小体育館
地区外でも大歓迎！気軽に見学
に来てね！

味真野男子バレーボール 小1～小6
地区外メンバー多数在籍。一緒
にバレーバールを楽しもう！

北新庄サッカー 小1～小6
サッカーやりたい子集まれ！女
の子も大歓迎！

小1～小6
野球を通して、心技体を磨こ
う！気軽に見学に来てね。

万葉ドリーム
（味真野バドミントン）

小1～小6
一緒に元気いっぱい体を動かそ
う!!初心者大歓迎!!

北日野サッカー 小1～小6
初心者大歓迎！一緒にサッカー
を楽しみましょう！

小1～小6 北新庄小校庭（雨：北新庄小体育館）
野球を学び楽しみ活動してま
す。初心者大歓迎！

北日野マウンテンズ
（野球）

小1～小6
野球好きな低学年のお子さんも
多数活躍中!!

万葉ドリーム
（北日野バドミントン）

小1～小6
一緒に元気いっぱい体を動かそ
う!!初心者大歓迎!!

年中～小4 日…8時～10時 王子保小または武生六中 指針　挨拶と感謝

小1～小6 土日…9時～12時 みんなで楽しくサッカーをしよう。

小1～小6 土… 17時～19時 坂口小体育館
少ない人数で楽しんでいます。
よかったらお越しください。

王子保スポーツ少団
野球部（スターボーイズ）

小1～小6 王子保小校庭または体育館
一緒に野球を楽しもう！見学・
体験いつでも受付中です。



団名 対象 活動日時 活動場所 一言ＰＲ

武生FC（サッカー) 小1～小6 月水土…18時30分～20時30分 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 みんなで楽しくサッカーしよう

武生FCJrユース

（サッカー）

越前市レスリング 年中～中3 月水土…19時～20時30分 市AW-Iスポーツアリーナ または市武道館
丈夫な体、運動に必要な体幹、強い心を
育てます。　高校から始める選手が多い
中、一歩先に挑戦しませんか。

武生オールスターズ男子 火金…18時～20時 市AW-Iスポーツアリーナ

（ミニバスケットボール）

武生オールスターズ 市AW-Iスポーツアリーナ (火)
女子 東小体育館(金)

（ミニバスケットボール） 丹南総合公園体育館(土)

水…18時～20時

土…16時～18時

なかよしクラブ 月2回土または日曜日

（野外活動） 7時～16時

（1）月水…17時～18時30分 （1）市AW-Iスポーツアリーナ
火土…19時30分～21時30分 （2）武生南公民館別館
（2）金...19時30分～21時30分 （3）南中山公民館
（3）水木…17時～19時

花筐レッドサンダース

（野球）

花筐バレーボール部 小1～小6 火水金…18時～20時 花筐小体育館
みんなと一緒に楽しもう！見学
体験大歓迎！

岡本バレーボール 小1～小6 日…8時30分～11時 岡本小体育館
仲間とボールを繋ぐバレーボー
ルは楽しいよ！一緒にやろう！

火水金…17時～19時30分

土日…9時～12時

火木…19時～21時

土…13時～16時

服間男子ジュニア
バレーボールクラブ

小1～小6 月…18時～20時
木金…18時～21時

服間小体育館
わいわい、みんな元気にプレー
いています

月…18時～20時 武生東児童館（月）
木…18時30分～21時30分 服間小体育館（木土日）
金…18時～21時 北日野小体育館（金）
土日…9時～12時

今立剣道 幼児～中3 火水金…19時～21時 南越中体育館またはあいぱーく今立
「一念貫岩」・・・続けていれ
ば岩をも貫く力になります。

木…18時～20時 月尾山村広場（雨：木…今立体育
土…9時～12時 センター土…花筺小体育館）
（~小3）木…18時～19時30分 （~小3）今立体育センター

今立男子ミニ
バスケットボール

小1～小6 水金土…19時～21時 岡本小体育館
仲良く元気に楽しく活動中！気
軽に見学きてね！

水金…19時～21時（冬季 水19時30分～
21時）

岡本小体育館（水土）

土…18時30分～21時 花筐小体育館(金)

月木金…18時～20時 花筐小体育館（月木土）

土 …17時～20時 南中山小体育館(金)
今立バドミントン 小1～中3

一緒に頑張りたい方　募集しま
す^^

今立サッカー 年中～小6
皆(みんな)で一緒(いっしょ)に
サッカーしようぜ！

今立女子ミニ
バスケットボール

小1～小6
楽しく活動しています。興味の
ある子は来てね！

南中山バレーボール 小1～小6 南中山小体育館
『勝ちたい時には声を出せ』を
ﾓｯﾄｰに頑張っています！

服間ジュニアバレー
ボールクラブ（女子）

小1～小6
初心者からとことん上手くなり
たい方まで大歓迎です。

小1～小6 火水木金…17時～19時30分 花筐小校庭校庭
１に勉強　２に生活態度　３に
野球

南越野球部
【岡本・南中山・服間】

小1～小6 火水木土…岡本小または南中山小校庭
日…池田中校庭

4つの小学校の合併チームでみんな目
標を持って仲良く活動しています。
女子も大歓迎　！

年中～中3 登山、海遊び、スキーなど
団結成２０年。団員が増えるこ
とを楽しみにしています。

武生ジュニアフェンシング 幼児～中3
福井県内の子供たち対象です。楽し
むもよし！オリンピック金メダル獲
得を狙うのも良し！

小1～小6 バスケットマンになろう!!

幼児～小6 火金土…18時～20時
団員募集中　連絡先
takefuallstars@yahoo.co.jp

武生ソフトテニス 小1～小6 武生中央公園庭球場
見学、体験のお申込みはHPから
https://www.echizensta.com/

中1～中3 火水木…18時30分～21時 武生特殊鋼材ドリームサッカー場
最高の環境の中、一緒にサッ
カーしよう


