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●馴柴ミニバス

小学生の女子　 月会費 2,000 円　 ㊋午後５
時～ 7時／㊌㊍午後５時～８時／㊏午前９時～正
午　 馴柴小学校体育館　 随時　問河原☎ 080-
1289-1457

●龍北ミニバスケット

小学生の女子　 月会費 2,500 円（レクリエー
ション代含む）　 ㊋㊌㊎午後５時～８時／㊏㊐午
前９時～正午　 龍ケ崎西小学校体育館　 随時　
問八田☎ 080-6768-5151

●龍ケ崎ミニバスケットボール

小学生の女子　 年会費 20,000 円／２年生以下
17,000 円／退団時返金有り　 ３年生以下㊋㊍午
後５時～７時／４年生以上㊋㊍㊎午後５時～７時
30分（参加日時は自由選択）　 龍ケ崎小学校体育
館　 随時　問内藤☎ 090-4916-0339

●馴柴サッカー

小学生の男女　 年会費 12,000 円／用具費年額
3,000 円　 ㊏午後１時～５時／㊐㊗午前８時 30
分～正午　 馴柴小学校校庭　 随時　問練習中
にグラウンドで直接か佐々木☎ 090-9367-5821　
E nareshiba-sss@memoad.jp

●龍ケ崎ペレグリンジュニア FC

年少児～小学生の男女　 年会費 18,000 円（父
母会費・遠征時の保険費・ユニホーム管理費などを
含む）　 ㊏㊐午後１時 30 分～４時 30 分　 龍
ケ崎西小学校校庭　 練習場所で随時　問川村☎
66-1638

●龍ケ崎バレーボール

小学生の男女　 入会費2,000円／月会費2,000
円　 ㊌㊎午後６時～８時／㊏㊐午前９時～午後
５時（低学年は１日でも早上がりでもOK。時間も
応相談）　 久保台小学校体育館　 随時　問橋本
☎ 090-4074-3878

●龍ケ崎ドラゴンソフトテニス

小学生の男女　 年間登録料 2,050 円／月会費
2,000 円　 ㊏㊐午前９時～正午　 城南スポー
ツ公園ほか　 随時　問齋藤☎ 090-4023-4829

●龍ケ崎ジュニアバドミントン

小学生の男女　 月会費 2,500 円　 ㊊㊌㊏
㊐午後５時～８時　 八原小学校体育館　 随時　
問椎名☎ 080-5062-8168

●龍ケ崎剣道・城南支部

未就学児～中学生の男女　 年会費 5,000 円　
㊋㊍午後７時 30 分～８時 30 分／㊏午前９時

～ 10時　 ㊋㊍城南中学校剣道場／㊏たつのこア
リーナ剣道場　 直接会場で　問伊藤☎ 64-3571
（夜間）

●龍ケ崎剣道・馴柴支部

小学１年生～中学生の男女　 年会費 5,000 円　
㊌午後７時 30分～８時 30分／㊏午後５時～６

時／㊐午前７時 15分～８時 30分　 ㊌㊏城西中
学校武道場／㊐馴柴小学校体育館　 随時　問横
山☎ 090-4026-9160

●城ノ内剣友会　龍士舘

年長児～中学生の男女　 月会費小学生 1,000
円／中学生 500 円　 ㊋㊍㊎午後７時～９時／㊏
午後６時～８時　 ㊋㊍㊎城ノ内中剣道場／㊏た
つのこアリーナ剣道場　 随時（４月生・９月生
特に募集）　問龍士舘HPから問い合わせ。「龍士舘」
で検索。または直接会場で。長尾☎ 090-3915-
4556

●龍ケ崎空手

年中児～中学生の男女　 登録費 5,600 円／月
会費 3,000 円／父母会費年 3,000 円　 初心者㊎
午後６時～７時 30分／上級者㊎午後７時 15分～
９時 30分／大会・昇級・昇段審査３週間前から㊊
㊌午後７時～８時 30分（上級者は午後９時 30分
まで）　 ㊊城ノ内中学校武道場／㊌城南中学校武
道場／㊎たつのこアリーナ剣道場　 随時　問佐
藤☎ 64-1747

●龍ケ崎極真空手

小学１年生以上の男女（その他の年齢は要相談）　
月会費 2,600 円　 ㊌㊎午後７時～９時　 た
つのこアリーナ武道場　 練習日に随時　問本下
☎ 66-0617（勤務先代表番号）

●龍ケ崎水泳

小学３年生～中学生の男女　 年会費 14,000 円
（屋内プール代含む）　 ㊐午前９時 30 分～正午
（夏休みは㊏も実施）　 龍ケ崎小学校のプールま
たは民営屋内プール　 随時。新年度当初から入団
希望の方は３月 18日㊐に概要説明会を開催　問高
橋☎ 75-7990

●龍ケ崎柔道

小学生の男女　 年会費 15,000 円　 ㊌午後５
時 30分～７時 15分／㊏午後７時～９時／㊐午前
９時～ 10時 30 分　 ㊌㊐たつのこアリーナ柔道
場／㊏愛宕中学校柔道場／１・２年生は保護者同伴　
４月８日㊐午前９時 30分から、たつのこアリー

ナ柔道場で受け付け。必ず保護者同伴。その後は随
時　問伊藤☎ 090-7715-1535

●龍ケ崎レスリングクラブ

小学 1年生以上の男女　 月会費（１家族）1,000
円／半期ごとに支払い・別途保険料　 ㊋㊎午後
７時～９時　 愛宕中学校武道場　 随時　問仁
木☎ 090-1666-0719

●竜ケ崎リトルリーグ（硬式）

年長児～小学生の男女　 月会費（１家族）5,000
円／小学２年生までは 3,000 円　 ㊏㊐㊗午前９
時～午後５時　 龍ケ崎市工業団地運動公園ほか　
随時　問 武藤☎ 080-3412-1639　U www.

netto.jp/ryuugasaki-l/

●龍ケ崎ジャイアンツ（軟式）

小学１～５年生の男女　 入団費（毎年）1,000
円／月団費（１家族・後援会費含む）2,000 円　
㊏午後２時～５時／㊐㊗午前９時～午後５時　
高砂野球場　 随時　問練習中の高砂野球場で直
接か長塚☎ 090-1548-9564 ／ HPは「龍ケ崎ジャ
イアンツ」で検索

●龍ケ崎ハリケーンズ（軟式） 

年長児～小学生の男女　 入団費 2,000 円／月
会費 1,500 円（１家族２人目半額、３人目・幼児
無料）　 ㊏㊐　 松葉小学校校庭　 随時　問福
富☎ 66-5774・080-1029-4519 ／岩瀬☎ 090-
9683-6603

●龍ケ岡ヤンキース（軟式）

小学生の男女　 入団費3,000円／月会費2,000
円／後援会費 3,000 円（年）　 ㊏正午～午後５
時（低学年・自由参加）／㊐㊗午前８時～午後５時　
城ノ内小学校校庭　 随時　問練習中にグラウ

ンドで直接か浅面（あさめん）☎ 090-6143-6466

● MATSUBA ミニバスケットボール

小学生の女子　 月会費 2,000 円　 ㊊㊌㊎午
後５時～７時／㊏㊐午前９時～正午　 松葉・長
山・馴馬台小学校体育館　 随時　問本田☎ 080-
1126-0494

●龍ケ崎ドルフィンズ

小学生の男子　 月会費 3,000 円　 ㊋㊎午後
５時～８時／㊍午後５時～７時／㊏㊐午前９時～
正午　 長山・馴柴・松葉小学校体育館　 随時　
問齋藤☎ 090-1618-1198

●龍ケ崎パイレーツミニバスケットボール

小学１～５年生の男子　 月会費 3,000 円　
㊋㊍㊎午後５時～７時 30 分　 八原・龍ケ崎・
馴馬台小学校体育館　 随時　問片岡☎ 080-
4355-2804

●八原サッカー

小学生の男女　 １・２年生 16,000 円／３年
生以上 22,000 円（年会費。保険料・登録料込み）　
㊏午前が低学年・午後が高学年／㊐午前中２時間

程度　 八原小学校校庭（雨天時・冬場は高砂体育
館・フットサルプラス）　 随時　問大貫☎ 090-
5414-1581

●龍ケ崎サッカー

小学生の男女　 １・２年生 10,000 円／３・４
年生 17,000 円／５・６年生 20,000 円（年会費・
父母会費含む）　 ㊏午後２時～５時／㊐午前９時
～正午　 龍ケ崎小学校校庭　 随時　問井上☎
080-5455-7623

●馴馬少年野球クラブ（軟式）

小学生の男女　 入会費1,000円／月会費3,000
円　 ㊏㊐㊗午前 8時～午後 4時　 馴馬台小学
校校庭　 随時　問練習中にグラウンドで直接か
浅野☎ 080-2265-0963

●久保台ブルズ（軟式）

小学生の男女　 １～３年生＝月会費 1,500 円
（部費 1,000 円／父母会費 500 円）／４～６年生
＝月会費 2,000 円（部費 1,500 円／父母会費 500
円）　 ㊏㊐㊗午前８時～午後４時　 久保台小学
校校庭　 随時　問練習中にグラウンドで直接か
海老根☎ 090-2225-0238

●まきば少年野球クラブ（軟式）

小学生の男女　 月会費 1,500 円　 ㊏㊐㊗午
前８時～午後０時 30分　 小貝川多目的運動場・
佐貫駅近隣グラウンド　 随時　問中妻☎ 090-
7173-2430
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　詳細は各団体へお問い合わせください。
凡例＝ 対象（新学年）／ 会費など／ 練習日時／ 練習場所／ 申し込み方法／問問い合わせ

■問い合わせ：スポーツ推進課スポーツ都市推進グループ☎内線 239

スポーツ少年団新入団員募集！


