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　　特定非営利活動法人函館市体育協会

　発行：2019年3月



函館市スポーツ少年団のチーム

☆データは、変更になっている場合がありますので御確認ください。

◆問い合せ先　函館市スポーツ少年団本部　函館市亀田公民館内　TEL：0138-41-2445

【乗馬】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館乗馬スポーツ少年団 函館市内及び近郊市町 函館乗馬センター 土・日　8:45～12:30

JRA函館競馬場内 夏休み・冬休みに練習日あり

【水泳】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館水泳スポーツ少年団 函館市内及び近郊市町 函館市民プール 月・水　17:30～19:00

土　16:30～18:00

【ソフトテニス】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

マーブルソフトテニス 函館市内 千代台テニスコート 月･水･金　18:00～21:00

函館ジュニア少年団 市内体育館 体育館の予約状況による。

【卓球】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

TTC東和卓球クラブJSC 渡島管内 ㈱東和電機製作所体育館 火　18:30～21：00

第2・4土 10:00～16:00

日　10:00～16:00

冬：第1・3土 10:00～16:00

【バドミントン】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館ベアーズ少年団 函館市内 サン・リフレ（月・金） 月・金　17:00～21:00

万年橋小学校体育館（土） 土　13:00～16:30

【バレーボール】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館亀田スピリッツ 函館市内全域　小学生女子 亀田小学校体育館 月･水･木･金 15:30～18:30

土　9:00～12:30

週に1回の自由参加も可能

函館昭和ウィングス 昭和小学校通学区域 昭和小学校体育館 水曜日を除く毎日

【柔道】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

臥牛柔道少年団 函館市内及び近郊市町 函館アリーナ武道館 月・金　19:00～21:00

武道館使用許可済み曜日・時間

函館柔道スポーツ少年団 函館市内及び近郊市町 函館中央警察署 水・金　17:30～20:00
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【空手道】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館中央支部空手道 桔梗小学校・ 函館めぐみ幼稚園内ホール 火・木　18:30～20:00

桔梗スポーツ少年団 中の沢小学校通学区域

テーオー塾空手道函館JSC 函館市内及び近郊市町 亀田少年会館、昭和児童館 火・木　19:00～21:00

【サッカー】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

サン・スポーツクラブ 渡島管内 西桔梗サッカー場 月・火・水・金

15:00～17:00、17:30～19:00

プリマベーラ函館U-12 函館市内 市内グランド 火・木　18:30～20:00

函館サッカースクール 函館市内及び近郊市町 根崎グランド（5･6年） 3～6年 土･日 9:30～12:00

本通小グランド（幼～4年） 1･2年 日 9:30～11:30

市内小学校体育館 幼　日　9:30～11:00

冬：土･日 各2～3時間程度

函館ジュニオールFC 函館市内及び近郊市町 北美原・中央小学校 小1~3 水･木16:30～18:00（中央小）

サッカースポーツ少年団 グランド・体育館 小1~3 土･日9:00～10:30（北美原小）

函館フットボールパーク 小4~6 水･木16:30～19:00（北美原小）

小4~6 土･日9:00～11:00（中央小）

磨光クラブサッカー少年団 函館市南茅部地域 磨光小学校グランド 火・木　16:00～18:00

・体育館 土・日　9:00～16:00

冬：火･金 16:00～18:00

　　土･日 13:00～17:00

函館旭岡サッカー少年団 旭岡小学校通学地域 旭岡小学校グランド・体育館 火・木・金　15:30～18:00

上湯川ジュニアサッカークラブ 上湯川・高丘・ 上湯川小学校グランド 火・木・金　16:00～18:30

湯川小学校通学区域 ・体育館 土　9:00～11:00

日吉が丘サッカー 函館市内及び近郊市町 日吉が丘小学校グランド 火・金　16:30～19:00

スポーツ少年団 ・体育館 土・日　9:00～13:00

函館亀田サッカー少年団 市内全域 亀田小学校グランド 平日週3日 低学年15:30～17:00

・体育館 　　　　　高学年16:30～18:30

土・日　低10:30～12:00

　　　　高12:30～15:00

桔梗サッカー少年団 桔梗小学校・ 桔梗小学校グランド 火・金　15:30～18:00

中の沢小学校通学区域 ・体育館 土･日 10:00～11:30 14:30～18:00

冬：火･金 15:30～18:00

　　土･日 13:00～18:00

函館港FC 港小学校通学区域 港小学校グランド 月・木・金　16:00～18:30

・体育館 日 9:00～12:00又は13:00～16:00
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函館市スポーツ少年団のチーム

☆データは、変更になっている場合がありますので御確認ください。

◆問い合せ先　函館市スポーツ少年団本部　函館市亀田公民館内　TEL：0138-41-2445

【軟式野球】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

磨光クラブスポーツ少年団 磨光小学校通学区域 磨光小学校グランド 火～金　16:00～19:00

（旧南茅部町内） ・体育館 　　9:00～12:00又は15:00

冬：月～木 16:00～18:00

入舟スポーツ少年団 西部地区七町会 弥生小学校グランド 月･火･木 15:30～18:30

入船町・弁天町・大町・弥生町 ・体育館 冬：土・日　9:00～12:00

・船見町・末広町・元町 旧西小学校グランド

潮見ジュニア 青柳小学校区域 住吉公園グランド 火・木　16:30～18:30

スポーツ少年団 あさひ小・北星小 冬　青柳小学校体育館 土・日　9:00～12:00

冬：土　13:00～16:00

　　日　9:00～12:00

函館メッツスポーツ少年団 八幡・中部・北星・ 八幡小学校グランド他 週2～3回　15:30～16:30

千代田小学校通学区域 八幡・北星小学校体育館 土・日　試合や練習あり

市内全域 冬：土･日 9:00～12:00、12:30～16:00

函館ポプラスポーツ少年団 八幡小学校・亀田小学校 タイヤ公園グランド 月・火・木・金　16:00～

本通小学校通学区域 　　　　　　水　15:00～

　　　　　　土　14:00～

北浜スポーツ少年団 万年橋・八幡・ 万年橋小学校グランド 火～金　16:00～19:00

亀田小学校通学区域 ・体育館 土・日　9:00～15:00

冬：土・日　9:00～12:30

港町スポーツ少年団 港小学校通学区域 港小学校グランド 月・水・金　16:00～18:30

港町・亀田港町地域 土・日　9:00～15:00（試合あり）

冬：水　16:00～18:00

　　土・日　9:30～12:00

柏野クラブスポーツ少年団 柏野小学校通学区域 柏野小学校グランド 火～金　6:00～7:00

・体育館 火・木　16:00～18:00

日　9:00～12:00

冬：火・水 15:30～17:00

　　土・日　9:00～12:00

函館人見スポーツ少年団 金堀・千代ヶ岱・ 金堀小学校グランド 火・水・金　16:00～18:30

中島小学校通学区域 ・体育館 土・日　9:00～17:00

冬：日　9:00～12:00

駒場フライヤーズ少年団 駒場小学校通学区域 駒場小学校グランド 火・水・金　16:30～19:00

広野町・湯浜町・駒場町・乃木町 陸上自衛隊体育館 土・日　大会や練習試合

冬：土･日･祝 9:00～12:00か13:00～16:00
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単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

花園ミリオンズ 花園町・本通町周辺 南本通小学校グランド 火・木　16:00～18:00

・体育館 土・日　9:00～12:00

冬：土　9:00～12:00

　　日　13:00～16:00

日吉ジャイアンツ 日吉が丘小学校通学区域 日吉が丘小学校グランド 平日朝練　5:00～6:45

スポーツ少年団 日吉町周辺地域 ・体育館 水　16:00～日没

土・日・祝　練習や練習試合

冬：土　9:00～13:00

＊冬季は野球のほか綱引きやドッジボールなど 　　日・祝　13:00～16:00

北日吉ブルーシャーク 北日吉小学校通学区域 北日吉小学校グランド 火・木・金　16:00～18:30

スポーツ少年団 ・体育館 土・日　9:00～15:00

冬：土　9:00～12:00

　　日　9:00～15:00

東山エンジェルス 東山小学校通学区域 東山小学校グランド 火・水・土・日

スポーツ少年団 市内全域 ・体育館 冬：水・土・日

湯川アスパーズ 函館東部地区 湯川小学校グランド 水　15:30～18:00

湯川・東小学校通学地区 ・体育館 金　16:00～18:00

湯川町・戸倉町・高松町 土・日　8:00～15:30

・榎本町・銭亀町 冬：日　9:00～12:30

高丘にれの木 高丘小学校・ 高丘小学校グランド 火～金　16:00～18:30

スポーツ少年団 湯川小学校通学区域 ・体育館 土・日　9:00～15:00

冬：月･水･金 16:00～18:00

　　土　9:00～12:00

西旭岡スポーツ少年団 旭岡小学校通学区域 西旭岡公園少年野球グランド 火・水・金　16:00～18:30

旭岡小学校体育館 土・日　9:00～12:00

冬：月・水　16:00～18:00

　　土・日　9:00～12:00

昭和ジャスティス 昭和小学校通学区域 昭和小学校グランド 月・水・金　5:30～7:00

スポーツ少年団 ・体育館 火・木　16:00～18:00

土･日 9:00～16:00のAMかPM

冬：火･水 18:00～19:30

土･日 9:00～16:00のAMかPM

昭和ジャガーズ 昭和小学校通学区域 昭和小学校グランド 火・木・土　6:00～7:00

スポーツ少年団 ・体育館 水　16:00～18:00

冬　土・日　9:00～12:00

昭和レンジャーズ 北昭和小学校通学区域 北昭和小学校グランド 水・金　15:30～18:00

スポーツ少年団 土・日　9:00～17:00

冬：木　16:30～19:00

　　日　9:00～12:30
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函館市スポーツ少年団のチーム

☆データは、変更になっている場合がありますので御確認ください。

◆問い合せ先　函館市スポーツ少年団本部　函館市亀田公民館内　📞0138-41-2445

【軟式野球】

単位団名 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館アンビシャス 北美原・中央・昭和・ 附属小・西桔梗公園グランド 月・水・金　15:30～18:30

スポーツ少年団 鍛神小学校通学区域 中央小体育館 土・日　9:00～15:00

冬：土･日 9:00～12:30か

　　　　 13:30～16:00

石川ノースフォックス 北美原小学校 石川公園グランド 火・金　5:00～7:00

スポーツ少年団 通学区域とその近隣 北美原小学校体育館 水　15:30～18:00

石川町・桔梗町・北美原・美原 土・日・祝は終日

冬：日　午前か午後の半日

ききょうスポーツ少年団 桔梗町全域 桔梗・中の沢小学校 火～金　15:30～18:30

グランドや体育館 土・日　9:00～15:00

冬：水　15:30～18:00

　　土・日　13:30～17:00

本通クラブスポーツ少年団 本通町地域を中心に 本通公園グランド 月・水・金　16:00～18:00

市内全域 南本通小学校体育館 土・日　9:00～15:00

冬：金・土　16:00～18:00

　　日　9:00～12:00

鍛治ブレーブス 本通小学校通学区域 本通小学校グランド 火・木　5:30～7:00

スポーツ少年団 鍛治・中道・本通 ・体育館 水・金　16:00～18:30

土・日・祝　9:00～15:00

冬：日･祝･第2、4土

9:00～12:00

鍛神ベースボールクラブ 鍛神・神山小学校 鍛神小学校グランド 火・木　5:00～7:00

スポーツ少年団 通学区域 ・体育館 土　日　9:00～15:00

冬：土･日 12:30～15:30

函館市内少年スポーツチームの紹介

■函館市スポーツ少年団に加盟していない団体です。

【バスケットボール】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館あさひミニ 函館市西部地区 函館市立あさひ小学校 水・木・金　16:00～19:00

バスケットボールクラブ 土・日　9:00～12:00

代表：岩岸　義明

22-2181 競技
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函館市内の少年スポーツチーム

■函館市スポーツ少年団に加盟していない団体です。

【硬式野球】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

（公財）日本少年野球連盟 函館市内及び近郊市町の 東山専用練習場他 水・木　17:30～20:30

函館ボーイズ球団 中学生 グランドや体育館 土・日・祝　9:00～17:00

代表：森　博人 冬：水・木　17:30～20:30

080-4040-5743 　　土・日・祝　9:30～16:30

【剣道】

道場名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館八幡宮剣道場神威館 函館市内及び近郊市町 函館八幡宮神威館 月・水・金　18:00～20:00

副館長：桑原　隆次 土　10:00～12:00

22-3636

函館青錬会 函館市全域 函館西警察署内道場 月・水・金

師範：出町　一男 　小学生17:30～18:30

31-6718 　中学生以上18:30～19:30

函館五稜剣友会 函館市全域 北海道警察函館方面本部 火・木　18:00～20:00

代表：大矢　末子 武道場

54-0110　EX6835

函館柳雪館大野道場 函館市全域 柳雪館大野道場 小学生　月～金 18:00～19:30

館長：森山　悟 （深堀町12-36） 中学生　月･水･金 19:30～21:00

32-1828 函館大学武道場 中学生　火･木 18:00～20:30

一般　火･木 19:30～21:00

函館導心館岩見剣道場 函館市内及び近郊市町 導心館岩見剣道場 月･水･金　16:00～20:00

（美原3-31-1） 子どもは三部制

館長：及川　潔 16:00～、17:00～、18:00～

46-5077 大人19:00～

【体操】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

ALLES体操クラブ 函館市内及び近郊市町 函館ラ・サール学園 火～金　17:00～20:30

田中　琢也 土　13:00～17:00

090-7648-9581 日・祝　9:00～12:00

函館ジュニア新体操クラブ 函館市内及び近郊市町 遺愛女子高校体育館 火・木　19:00～21:00

代表：斎藤　春江 函館アリーナ 土･日 9:00～12:00（不定期）

090-7647-4641

【ボウリング】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

JBCジュニアクラブ 函館市内及び近郊市町 ボウルサンシャイン函館 毎週土曜日 13:30～15:00

事務局：高橋　恵美子

32-0095
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函館市内の少年スポーツチーム

☆データは、変更になっている場合がありますので御確認ください。

■函館市スポーツ少年団に加盟していない団体です。

【ソフトテニス】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

ジュニアスクール　チャンス 函館市内及び近郊市町 千代台公園テニスコート 毎週木曜日

副会長：本田　周平 グランドや体育館 冬：不定期

46-9765

【陸上競技】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

千代台陸上スクール（CRS) 道南地域 千代台公園陸上競技場 火・水・木　16:00～18:00

校長：岡部　壽一 土・日・祝　9:30～12:00

090-4870-7541 夏休みなど　9:30～12:00

NAスポーツスクール 道南地域 千代台公園陸上競技場・ほか 水・金　16:30～18:00

指導者：高松　勇輝 土　10:00～12:00

090-1838-8526

【バレーボール】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

函館港ジュニア 港小学校通学区域 港小学校体育館ほか 火・木　15:30～18:30

バレーボールクラブ 土　13:00～16:30

代表：下田　　豊 冬　火　15:30～18:30

41-5855（港小） 　　土　13:00～16:30

函館バレーボールスクール 道南全域 神山小学校体育館 日　9:00～15:00

副校長：佐藤　敏夫 亀田青少年会館 水　17:30～19:00

090-5959-8843

函館北昭和バレーボールクラブ 函館市内及び近郊市町 北昭和小学校体育館 火・金　16:00～18:30

監督：橋場　　剛 土・日　午前又は午後

090-6267-5448

函館昭和ウィングス 昭和小学校通学区域 昭和小学校体育館 問合せください。

監督：杉本　佳子

080-5584-4544

【ハンドボール】

チーム名・問合せ先 募集地域（対象学校） 練習場所 練習曜日・時間

MOTION函館ハンドボールクラブ 函館市及び近郊市町 北星小・中部小・千代ヶ岱小 月･火 16:00～18:30（北星・中部）

監督：小松　浩樹 ・大谷高 木 16:00～18:00（千代ヶ岱）

090-1521-6517 土 17:00～20:30（大谷高）

函館高盛ハンドボールスクール 函館市内及び近郊市町 高盛小学校体育館 月・火・金・土

代表：高橋　伸幸 17:15～19:30

090-8638-1603
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函館市内のスポーツチーム

【総合型地域スポーツクラブ】－ 子ども ～ 大人 ー

クラブ名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

SPORTS北海道 函館市内の小学1～4年生 教育大学体育館 小学1･2年生 火 16:30～17:30

代表：吉村　功 小学3･4年生 木 16:30～17:40

44-4314（事務局）

Bay Walk Community はこだて 函館市内及び近郊市町 主にまちづくりセンター 気功　月　10:15～11:40

会長：小澤　貢一 マシンローイング 火 10:00～12:00

090-9433-7689 ノルディックウォーキング 木・日 10:15～12:00

ペタンク 4～11月 月～土 9:00～12:00

カヤック・ボートセーリング　5～10月の15日間

健康・友好 ＊競技により異なる。 スキー 12～3月の10日間

ミスポはこだて 函館北部地区及び近郊、 昭和小学校グランド 種目毎に定めあり

事務局長：成田　実稔 スキーは渡島檜山全域 ・教室ほか

090-8639-2000 健康

潮スポーツクラブ 函館市内・七飯町近郊 函館市内・七飯町 ハンドボール・ドッジボール

https://www.facebook.com/ushiospotsclub/ の幼児から中学生 学校及び体育施設 キッズダンス等あり。

会長・代表：渡辺　広幸 ＊詳細はお問い合わせをお願いします。

080-6094-5901

■下記からは、主な募集対象が大人のチームです。

【スカッシュ】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

函館スカッシュ同好会 函館市内及び近郊市町 ホテルリソル函館 月　19:00～22:00

上野　孝 リソルスポーツプラザ 土 14:00～17:30（要予約）

58-1308 競技・健康・友好

【剣道】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

函館剣友会 函館市内及び近郊市町 函館アリーナ・ 木　18:30～20:00

事務局長：高野　擴史 中島小学校など 日　9:00～11:00

43-2944 競技・健康・友好

【トライアスロン】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

函館トライアスロン連合 函館市内及び近郊市町 市民プールや市内一般道 土・日・祝　8:00～13:00

会長：前田　紀幸 冬：土･日 10:00～12:00（スイム）

84-8818 競技・健康

【陸上競技】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

道南陸協ランニング教室 道南地域 千代台公園陸上競技場 毎月第1・第2・第3日曜日

校長：岡部　壽一 五稜郭公園・市内ロード 9:30～12:00

090-4870-7541 競技・健康
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函館市内のスポーツチーム

☆データは、変更になっている場合がありますので御確認ください。

【バウンドテニス】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

函館バウンドテニス協会 函館市内及び近郊市町 サン・リフレ函館 週1～2回程度　13:00～16:00

理事長：中西　博英 函館アリーナ

56-4140 競技・健康・友好

【ソフトテニス】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

函館ベテランクラブ 函館市内及び近郊市町の 千代台公園テニスコート 4月～10月　土曜日27回

事務局長：佐藤　睦典 45歳以上 や函館アリーナなど 13:00～17:00

53-7609 11月～3月 函館アリーナなど18回

競技 9:00～16:00

白楊クラブ 函館市内及び近郊市町 函館市内 週1～2回程度（不定期）

代表：藤田　イツ子 冬：週1回

54-8965 競技・健康

函館フレンドクラブ 函館市内及び近郊市町 千代台公園テニスコートなど 火・金 10:00～15:00

部長：本間　厚子 冬：火 13:00～16:30（アリーナ）

090-8370-0776 健康・友好 　　金 13:00～16:30（サン･リフレ）

むつみクラブ 函館市内及び近郊市町 千代台公園テニスコート 火・金 10:00～13:00

代表：中西　和子 サン・リフレ 冬：不定期

090-8632-1177 健康・友好

函商五稜ヶ丘クラブ 函館商業高校卒業生と 函館商業高校テニスコート 不定期

代表：佐々木　雅治 その友人

41-4248（函商） 競技

チームラビット 函館市内及び近郊市町 千代台公園テニスコートなど 月　10:00～13:00

代表：長尾　幸代 冬：火　19:00～21:00

090-9519-6900 健康・友好

NON-310 函館市内及び近郊市町 千代台公園テニスコートなど 火　19:00～22:00

代表：佐藤　富士雄 冬：火　20:00～21:00

090-3112-6834 健康・友好

KITAクラブ 募集していない 千代台公園テニスコートなど 土・日の夜（不定期）

代表：宇田　俊一

090-8902-3810 友好

函館クラブ 函館市内及び近郊市町 千代台公園テニスコート 月・水・金　20:00～22:00

副代表：中澤　厚雄 ・サンリフレなど 冬：月・金　19:00～21:00

090-8428-5432 競技 　　水　18:00～21:00
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函館市内のスポーチーム紹介

☆データは、変更になっている場合がありますので御確認ください。

【ソフトバレーボール】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

red line 市内の同好者は誰でも可 昭和小学校体育館 金　19:00～21:00

副代表：吉田　巧

red_line_circle@yahoo.co.jp 競技

【ハンドボール】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

函館BUDDIES（バディーズ） 函館市内及び近郊市町 大谷高校など 不規則

役員：小松　浩樹

090-1521-6517 健康・友好

H・C・Million ハンドボールをしたい方歓迎！ 主に教育大学体育館 通年：火　20:00～22:30

事務局：上野　祥仁 　　　木　18:00～20:00

090-6991-1656 夏期：土･日 14:00～16:30

競技 冬期：土･日 13:00～15:00

函工クラブ 北海道全域 函館工業高校体育館ほか 土・日　時間は都度連絡

代表：塩澤　克敏

090-3395-7063 競技

【アメリカンドッジボール】

チーム名・問合せ先 募集地域（チーム傾向） 練習場所 練習曜日・時間

LiBERTA（リベルタ） 函館市内及び近郊市町 市内の体育館 月1～2回の夜

代表：小池　吉崇 18歳～50歳

080-3215-4135 健康・友好

★お願い　この冊子に掲載されていないチームがたくさんあると思います。

　　　　　チームを紹介したい方は、裏面の調査票で情報をお寄せください。

■函館市スポーツ施設（抜粋）

　体育館 函館アリーナ 湯川町１－３２－２　 ５７－３１４１

サン・リフレ函館 大森町２－１４　 ２３－２５５６　

青年センター 千代台町２７－５　 ５１－３３９０　

　陸上競技場　　　 千代台公園陸上競技場　 千代台町２２－２４　 ５５－１９００　

　野球場 オーシャンスタジアム 千代台町２２－２６ ５３－３２１０

根崎公園野球場　 高松町２９　 ２１－３４７５　

西桔梗野球場 西桔梗町２５２－２７　 ４９－３３８４　

　庭球場　 千代台公園庭球場 千代台町２７－２　 ３１－６９９３　

　サッカー・ラグビー場　 函館フットボールパーク　 日吉町５０－５ほか ５４－１９６０　

　ラグビー場　 根崎公園ラグビー場　 湯川町３－６　 ２１－３４７５　

　プール　 市民プール　 千代台町２２－２５　 ５２－７４５２　

　弓道場　 千代台公園弓道場　 千代台町２７－８　 ５３－４３２２　

　アーチェリー場　 根崎公園アーチェリー場　 湯川町３－６　 ２１－３４７５　
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（様式4）

■この冊子に掲載されていないチームを教えてください。

　お寄せいただいた情報は、ホームページに随時掲載していきます。

□スポーツチーム調査票

項　目 記入欄 記入例

1 競技種目 バウンドテニス

2 チーム名 オーシャンクラブ

3 募集地域（通学区域） 大手町と豊川町地域　又は

　（学校名・町名・エリアなど） 市内の同好者は誰でも可など

4 練習場所 大手町小グランドや体育館

（グランド・体育館など）

5 練習曜日・時間 夏季　火・木　10:00～12:00

（夏季・冬季別など） 　　　土・日　9:00～15:00

冬季　木　　　13:30～16:00

　　　土　　　9:00～12:00

6 チームの傾向（一般のみ） 競技　・　健康　・　友好 該当するものを〇で囲む

7 体育協会加盟団体名 函館バウンドテニス協会

＊無い場合は記入不要。

8 活動の問い合せ先 氏名： 函館太郎

右記 役職： 代表

加盟団体 電話： 自宅・携帯電話番号など

少年団本部 ＊少年団本部の場合記入不要です。

＊活動の問合せ先は三択の中から指定して□に〇印を記入してください。

　加盟団体の場合は、担当者に事前に了解を取っておいてください。

　調査票は当会ホームページからダウンロードできます。 http://www.hakodate-taikyo.com/

報告先：函館市体育協会事務局

　函館市大手町5-10　ニチロビル212　〒040-0064

　TEL：27-1004　FAX：27-1024

　E-mal：office@hakodate-taikyo.com


