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スポーツ少年団

恵庭市スポーツ少年団本部、千歳市教育委員会に登録している各スポーツ団体では
子供たちが競技を通して基礎体力の向上はもちろんのこと、ルールやチームワークと
いった社会性を育みながら楽しく活動しています。  この春新規メンバーを大募集！！
経験の有無にかかわらず、お子様が興味を持ったものにチャレンジしてみてはいかが
でしょう。

担当
西本TEL.090-3397-6609

問合せ・受付時間／17時～22時

恵み野剣道スポーツ少年団
剣道

剣道は礼儀を身につけ、強
い心と体を武士道により育
みます。現在年長から中学
生まで在籍しており、頑張っ
て練習すると、小学生は1
級、中学生は2段まで取得す
る事が出来ます。防具・道着
のレンタルもあります。

担当
後藤TEL.090-4874-0579

問合せ・受付時間／12：00～13：00、17：30～21：00

サッカー

バーモス恵庭FCはU－１２
（小学生）U－１５（中学生）で
構成され日本サッカー協会
に登録しているサッカー
チームです。保護者のお手伝
いはなく選手が真剣に楽し
くサッカーを取り組める環
境を作って活動しています。

バーモス恵庭
フットボールクラブU-12

担当
門田TEL.070-4345-3114

問合せ・受付時間／13時～19時

恵み野FC.OWLS
サッカースポーツ少年団サッカー

「サッカーが楽しい」と思え
ることを大切に、ひとりひと
りの課題を見極めて的確な
コーチングで基本技術を身
につけさせます。
Ｕ－１５クラブＦＣ．ＯＷＬ
Ｓとの連携で成長をサポー
トします。保護者の当番な
どはありません。

担当
岡田TEL.090-5985-9764

問合せ・受付時間／9時～19時

FC.OWLSサッカー

指導者は皆上級ライセンス
保有者。子ども達の発育発達
段階を考慮しながらサッ
カーに必要な複数の要素を
指導します。
少年団恵み野FC.OWLSと
連携して小1から中3までの
一貫指導体制を構築。体験参
加随時受付中！！

担当
吉野TEL.080-4041-5606

問合せ・受付時間／随時

競技ダンス

競技ダンスは主に大会に出
場して優勝を目指します。
礼儀作法や思いやりを自然
に身につけ、紳士淑女世界
共通ダンスの道を始めてみ
ませんか？
毎週土曜10時～14時で、ま
ずは週一回から始めよう！！
無料体験随時可能です。

ジュニア競技ダンス
スポーツ少年団

担当
星TEL.070-6604-6604

問合せ・受付時間／月～土 9時～19時

チアリーディング

チアリーディングの基礎と
なるダンス・マット運動・
組体操を取り入れた総合
的な運動能力を高め「究極
の団体競技」ゆえ仲間を思
いやる心や絆の強さなど、
楽しさに触れながら心技
体ともに健全な育成を目
指しています。

M&M's club 
SKY FAIRIES

担当
伊藤TEL.090-9081-0951

問合せ・受付時間／9時～17時

カント・レラJr.クラブ
ソフトテニス

清々しい汗を流す楽しさだ
けでなく、社会生活におい
て大切なマナーや礼儀・人
を思いやる気持ちを大事に
しています。
一年生から入団できます。
詳しくは『ソフトテニス　カ
ント・レラ』で検索してくだ
さい。

担当
谷TEL.090-3892-9622

問合せ・受付時間／14時～19時

稲穂サッカー
スポーツ少年団サッカー

千歳市でサッカーするなら
稲穂少年団へ。
高い技術と判断力が僕らの
武器！昨年は3学年で市内
大会制覇！今年は千歳地区
代表として全道大会にも出
場します！
君も夢に向かって一緒に
サッカーしようよ！

担当
両角TEL.0123-31-8143

問合せ・受付時間／14時～18時

国際護身武道協会
空手

空手の活動を中心に【自分が
自分らしく生きる】をモッ
トーに現在3歳～50代まで
様々な目標、目的を持ち、
日々稽古に励んでいます。只
今1か月無料体験他、キャン
ペーン実施中です。
気軽にお問合せ下さい。

担当
唐澤TEL.090-1380-9216

問合せ・受付時間／12時～13時、18時～21時

千歳卓球スポーツ少年団
卓球

園児から中学生まで、沢山の
仲間が勝利を目指し練習し
ています。40余年続く活動
の中で、卓球を通して仲間の
大切さや思いやりの心、感
謝、礼儀を身につけていく事
も目的としています。体験参
加も大歓迎です。

担当
木原TEL.080-4503-2672

問合せ・受付時間／金18:30~20:30、土9:30~11:30

千歳柔道スポーツ少年団
柔道

柔道は相手と組みあって投
げたり抑えたりして相手を
制し、その稽古を通して心
身を鍛えると共に礼の精神
を身につけ、強く立派な進
んで社会貢献できる人間形
成が最大の目的です。年長
さんから入団可能です！

担当
栗山TEL.090-2055-7465

問合せ・受付時間／12時～13時、17時～21時

剣道

①常に礼儀正しくしよう
②仲間を大切にしよう
③ルールをしっかりと守ろう
を心得として活動していま
す。初心者、経験者、問いま
せん。用具の貸し出しもあ
ります。まずは、お問い合わ
せください。

千歳修心館
剣道スポーツ少年団

担当
菊地TEL.090-8962-8148

問合せ・受付時間／18時～22時

千歳みどり台シャークス
野球（軟式）

子供達が楽しく野球を学び、
中学校へ繋がる野球を教え
ること、野球を通じて健全な
少年少女を育成することを
目標としています。 チーム
のモットーは「必笑」。市内の
小学生は入団可能です。
お気軽にお問い合わせを！

担当
小松TEL.080-5594-1563

問合せ・受付時間／19時～21時

恵庭太気会　 空手

我が道場のモットーは、心
身を鍛え、礼を重んじ感謝
の心を忘れず、仲間を大事
にすることです。各種大会
に参加するとともに多くの
会員が全国大会へ参加し
ています。初心者でも、幼
児からでも入会できます。

担当
河内TEL.090-1387-8901

問合せ・受付時間／随時

優至会 酒井道場空手

元気な声であいさつ「オス！」
空手を通して身につけよう！
礼儀正しく！たくましく！強い
心と優しい心！自信をつけて
明るい笑顔！見学体験いつ
でも何度でも！どうぞお気軽
にお問い合わせください。
お待ちしております！！

担当
籾山TEL.090-1384-4784

問合せ・受付時間／随時

千歳ラグビースクール
ラグビー

ラグビーを通じてスポーツ
を楽しむ心と友達を大事に
する心を育てます。生徒数
80名女子も7名在籍してい
ます。練習は毎週土日の午
前中。会費はこれっきり！
月額小学生以上：1000円、
年中年長児：500円。
体験練習、毎週実施中！

担当
三浦TEL.090-9430-3898

問合せ・受付時間／16時～20時

千歳高台サッカー
スポーツ少年団サッカー

経験豊かな指導者のもと
チーム一丸となり上位進出
を目指して日々練習に励ん
でいます。少年団活動から
子供の自主性や積極性、マ
ナーやコミュニケーション能
力を育みます!!見学・体験・
年長キッズ教室・受付中! !
お気軽にご連絡ください!!

担当
西村TEL.090-7433-0703

問合せ・受付時間／9:00～21:00

バドミントン

恵庭市唯一のバドミントン
少年団です。恵庭市内の子
どもはもちろん、千歳市内
の子どもでも入団出来ま
す。初心者歓迎、園児時間考
慮、中学３年生団費割引し
ています。体験練習いつで
も可能。まずは連絡して下
さい。

恵庭BLITZバドミントン
スポーツ少年団

当本部は、昭和48年に設立され、令和5年度に設立50周年を迎えます。現在は33
団体、団員約870名、指導者約160名の登録があります。上記以外の登録団体へ
の入団につきましては、少年団本部へお問い合わせください。

https://www.eniwa-taikyo.com
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お問い合わせ先／TEL.0123-21-9900 （平日9：00～17:00）
ホームページからもお問い合わせできます。

恵庭市スポーツ少年団本部

恵庭市体育協会NPO法人

千歳市教育委員会は子どもたちの身近な地域でできる様々な体験活動の機会を
充実し、地域社会全体で青少年の豊かな心やたくましく生きる力を育む取組を推進
するため、青少年の体験活動情報の提供に取り組んでいます。
生涯学習課では上記団体を含めた「少年団体一覧表」を発行し、小中学生などに情
報を提供することにより、体験活動への参加を促進しています。


