
※順不同
NO 種　　　目 主な活動場所 活動間隔

1 清水剣友 ｼﾐｽﾞｹﾝﾕｳ 清水小・中学校 月１２回
2 笹谷剣友会 ｻｻﾔｹﾝﾕｳｶｲ 笹谷小学校 月１２回
3 福島中央剣友会 ﾌｸｼﾏﾁｭｵｳｹﾝﾕｳｶｲ NCVふくしまアリーナ 月８回
4 一誠剣道ｸﾗﾌﾞ ｲｯｾｲｹﾝﾄﾞｳｸﾗﾌﾞ 福島第一小学校 月８回
5 鎌田剣道 ｶﾏﾀｹﾝﾄﾞｳ 鎌田小学校 月９回
6 梅後剣道 ｳﾒｺﾞｹﾝﾄﾞｳ 西学習センター 月１０回
7 蓬莱剣友会 ﾎｳﾗｲｹﾝﾄﾞｳ 清沢地区体育館 月９回
8 庭坂剣友会 ﾆﾜｻｶｹﾝﾕｳｶｲ 庭坂小学校 月１０回
9 瀬上剣友会 ｾﾉｳｴｹﾝﾕｳｶｲ 瀬上小学校 月９回

10 飯野町剣道 ｲｲﾉﾏﾁｹﾝﾄﾞｳ 個人所有道場 月１０回

11 森合剣友会 ﾓﾘｱｲｹﾝﾕｳｶｲ 森合小学校 月８回

12 下川崎ｻｯｶｰ ｼﾓｶﾜｻｷｻｯｶｰ 下川崎小学校 月１５回
13 鳥川ｻｯｶｰ ﾄﾘｶﾜｻｯｶｰ 鳥川小学校 月１５回
14 庭坂FCﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ ﾆﾜｻｶｴﾌｼｰﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ 庭坂小学校 月１０回
15 中央ﾄﾞﾘﾏｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ﾁｭｳｵｳﾄﾞﾘﾏｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 福島第四小学校 月４回
16 北信ｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ﾎｸｼﾝｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 矢野目小学校 月１６回
17 松川ｻｯｶｰ ﾏﾂｶﾜｻｯｶｰ 松川小学校 月１６回
18 清水ｻｯｶｰ ｼﾐｽﾞｻｯｶｰ 清水小学校 月１６回
19 愛誠ｻｯｶｰ ｱｲｾｲｻｯｶｰ 福島第三小学校 月１６回
20 FC蓬莱 ｴﾌｼｰﾎｳﾗｲ 蓬莱小学校 月２０回
21 平田ｻｯｶｰ ﾋﾗﾀｻｯｶｰ 平田・金谷川小学校 不定期
22 吉井田ｻｯｶｰ ﾖｼｲﾀﾞｻｯｶｰ 吉井田小学校 月１２回
23 荒井ｻｯｶｰ ｱﾗｲｻｯｶｰ 荒井小学校 月２０回
24 FC MOSｱﾐｰｺﾞ ｴﾌｼｰﾓｽｱﾐｰｺﾞ 佐倉小学校 月２０回
25 ﾓﾝﾀｰﾆｬFC ﾓﾝﾀｰﾆｬｴﾌｼｰ 十六沼サッカー場 月１２回
26 南福島アウルズ ﾐﾅﾐﾌｸｼﾏｻｯｶｰ 杉妻小学校 月１０回
27 飯野ｻｯｶｰ ｲｲﾉｻｯｶｰ 飯野小学校・地区体育館 月１５回
28 福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC　U-12 ﾌｸｼﾏﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｴﾌｼｰｱﾝﾀﾞｰｼﾞｭｳﾆ 十六沼サッカー場 月１５回
29 FCｸﾞﾗﾝﾂ ｴﾌｼｰｸﾞﾗﾝﾂ 笹谷小学校 月１８回
30 FORTE福島FC ホルテフクシマ 十六沼サッカー場 月２３回
31 レトラーダ福島ＪＦＣ レトラーダフクシマ 佐倉小学校 月１６回
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32 森合サッカー モリアイサッカー 森合小学校 月１２回

33 FCレグノウァ エフシーレグノウァ 北沢又小学校 月２０回

34 福島ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ﾌｸｼﾏｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 福島市庭球場 月８回
35 ＭＯ．ＳＳＣ ｴﾑｵｰ.ｴｽｴｽｼｰ 福島市庭球場 月４回
36 福島Jｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ﾌｸｼﾏｼﾞｪｲｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 福島市庭球場 月４回
37 福島テニス研究会 ﾌｸｼﾏﾃﾆｽｹﾝｷｭｳｶｲ あづま運動公園 月４回
38 ＵＮＩＴＹ福島ソフトテニスクラブ ユニティーフクシマ 福島市庭球場・十六沼ﾃﾆｽｺｰﾄ 月１５回

39 新令和立子山 ｼﾝﾚｲﾜﾀﾂｺﾞﾔﾏ 立子山中学校 月４回

40 瀬上ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ｾﾉｳｴｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 瀬上小学校 月８回
41 野田 ﾉ  ﾀﾞ 野田小学校 月８回
42 矢野目ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ﾔﾉﾒｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 矢野目小学校 月１２回
43 飯坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ｲｲｻﾞｶｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 飯坂小学校 月１２回
44 西根ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ﾆｼﾈｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 東湯野小学校 月１４回
45 庭坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ﾆﾜｻｶｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 庭坂小学校 月８回
46 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ﾆﾜﾂｶｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 庭塚小学校 月１０回
47 誠友 ｾｲﾕｳ 福島第二小学校 月１６回
48 月輪 ﾂｷﾉﾜ 月輪小学校 月８回
49 平野ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ﾋﾗﾉｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 平野小学校 月８回
50 鎌田ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ｶﾏﾀｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 鎌田小学校 月８回
51 蓬莱ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ﾎｳﾗｲｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 蓬莱中央公園 月１６回
52 松川ﾄﾞﾘｰﾑｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ﾏﾂｶﾜﾄﾞﾘｰﾑｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 松陵中学校 月１２回
53 飯野町ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ｲｲﾉﾏﾁｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 飯野小学校 月１５回

54 大笹生 ｵｵｻﾞｿｳ ソフトボール・バレーボール大笹生小学校 月１２回

55 F4ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｴﾌﾌｫｰﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 福島第四中学校 月４回
56 信陵ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｼﾝﾘｮｳﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 北沢又小学校 月８回

57 渡利Ｂｌｕｅ　Ｔｈｕｎｄｅｒｓ ワタリブルーサンダース 渡利小学校 月１０回

58 岡山ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ｵｶﾔﾏﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 岡山小学校 月１８回
59 庭坂ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾆﾜｻｶﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 庭坂小学校 月１０回
60 にわつかﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾆﾜﾂｶﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 庭塚小学校 月２０回
61 湯野ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾕﾉﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 湯野小学校 月１５回
62 鎌田ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ｶﾏﾀﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 鎌田小学校 月１５回
63 渡利ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾜﾀﾘﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 渡利小学校 月２０回
64 月輪ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾂｷﾉﾜﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 月輪小学校 月１２回
65 瀬上ﾊﾞﾚｰ ｾﾉｳｴﾊﾞﾚｰ 瀬上小学校 月１６回
66 福島誠友ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾌｸｼﾏｾｲﾕｳﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 福島第二小学校 月１６回
67 蓬萊南ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾎｳﾗｲﾐﾅﾐｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 蓬莱小学校 月８回
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68 飯野ﾌﾚﾝｽﾞ ｲｲﾉﾌﾚﾝｽﾞ 飯野・青木小学校 月３回

69 Futures フューチャーズ 飯坂小学校 月１５回

70 渡利ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾜﾀﾘﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 渡利小学校 月２０回
71 下川崎ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｼﾓｶﾜｻｷﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 下川崎小学校 月１６回
72 鳥川ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾄﾘｶﾜﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 鳥川小学校 月１６回
73 金谷川ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｶﾅﾔｶﾞﾜﾐﾆﾊﾞｽｯｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 金谷川小学校 月１６回
74 鎌田ｲｰｸﾞﾙｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｶﾏﾀﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 鎌田小学校 月２０回
75 大森CAGER ｵｵﾓﾘﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 大森小学校 月２０回
76 吉井田ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾖｼｲﾀﾞﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 吉井田小学校 月１６回
77 誠友ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｾｲﾕｳﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 福島第二小学校 月１６回
78 蓬莱ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾎｳﾗｲﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 蓬莱東小学校 月１８回
79 六華ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾛｯｶﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 三河台小学校 月１６回
80 松川 ﾏﾂｶﾜ 松川小学校 月１６回
81 笹谷ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｻｻﾔﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 笹谷小学校 月２０回
82 矢野目ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾔﾉﾒﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 矢野目小学校 月１５回
83 清北ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｾｲﾎｸﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 北沢又小学校 月１６回
84 岡山ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｵｶﾔﾏﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 岡山小学校 月１６回
85 平野ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾄｳﾎｸﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 平野小学校 月１６回
86 荒井ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｱﾗｲﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 荒井小学校 月１６回
87 梅友ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾊﾞｲﾕｳﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 福島第四小学校 月１３回
88 杉妻ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｽｷﾞﾉﾒﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 杉妻小学校 月２０回
89 野田ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾉﾀﾞﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 野田小学校 月１６回
90 余目･瀬上ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｱﾏﾙﾒ･ｾﾉｳｴﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 余目小学校 月１６回
91 あおばﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｱｵﾊﾞﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 森合・御山小学校 月２０回

92 飯野ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ｲｲﾉﾏﾁﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 飯野小学校 月１７回

93 ｸﾞﾘﾝ体操ｸﾗﾌﾞ ｸﾞﾘﾝﾀｲｿｳｸﾗﾌﾞ 福島東稜高等学校 月８回
94 こみち体操ｸﾗﾌﾞ ｺﾐﾁﾀｲｿｳｸﾗﾌﾞ あづま総合体育館 月４回

95 りんどう体操ｸﾗﾌﾞ ﾘﾝﾄﾞｳﾀｲｿｳｸﾗﾌﾞ 福島西高等学校 月４回

96 福島少年柔道愛好会 ﾌｸｼﾏｼｮｳﾈﾝｼﾞｭｳﾄﾞｳｱｲｺｳｶｲ NCVふくしまアリーナ 月８回
97 松川柔道 ﾏﾂｶﾜｼﾞｭｳﾄﾞｳ 旧松川学習センター 月８回
98 飯坂柔道 ｲｲｻﾞｶｼﾞｭｳﾄﾞｳ 飯坂武道場 月１４回

99 福島柔道文化研究所 ﾌｸｼﾏｼﾞｭｳﾄﾞｳﾌﾞﾝｶｹﾝｷｭｳｼｮ 個人所有道場 月８回

100 福島瀬上少林寺拳法 ﾌｸｼﾏｾﾉｳｴｼｮｳﾘﾝｼﾞｹﾝﾎﾟｳ 北信学習センター 月８回

101 福島中央少林寺拳法 ﾌｸｼﾏﾁｭｳｵｳｼｮｳﾘﾝｼﾞｹﾝﾎﾟｳ NCVふくしまアリーナ 月８回

102 大鳥 ｵｵﾄﾘ 大鳥中学校 月３回
103 福島のだまｸﾗﾌﾞ ﾌｸｼﾏﾉﾀﾞﾏｸﾗﾌﾞ 市内の野球場 月４回
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104 信夫大森野球ｸﾗﾌﾞ ｼﾉﾌﾞｵｵﾓﾘﾔｷｭｳｸﾗﾌﾞ 平石小学校・ｷｬﾉﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 月１２回
105 NISHINE愛好会 ﾆｼﾈｱｲｺｳｶｲ 西根中学校 月８回
106 ﾌｧﾝｷｰﾓﾝｷｰﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ ﾌｧﾝｷｰﾓﾝｷｰﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ 南向台小学校 月８回
107 ふくしまBS フクシマビーエス 松川運動公園 月８回
108 福島ﾌﾞﾙｰﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ ﾌｸｼﾏﾌﾞﾙｰﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ 庭塚農村広場 月１０回
109 清水スポーツ少年団野球部 シミズスポーツ 松川運動公園 月５回

110 福島ホープスジュニアベースボール フクシマホープス 金谷川小学校ほか 月８回

111 信夫ヶ丘ＴＣ ｼﾉﾌﾞｶﾞｵｶﾃｨｰｼｰ 信夫ヶ丘競技場 月８回

112 信夫ヶ丘ＳＳ ｼﾉﾌﾞｶﾞｵｶｴｽｴｽ 信夫ヶ丘競技場 月８回

113 かもしかｽｷｰ ｶﾓｼｶｽｷｰ アルペンスキー あだたら高原スキー場ほか 不定期
114 森合一輪車ｸﾗﾌﾞ ﾓﾘｱｲｲﾁﾘﾝｼｬｸﾗﾌﾞ 一輪車 森合・御山小学校 月１３回
115 日本空手協会渡利 ﾆﾎﾝｶﾗﾃｷｮｳｶｲﾜﾀﾘ 空手道 NCVふくしまアリーナ 月８回
116 福島市銃(短)剣道 ﾌｸｼﾏｼｼﾞｭｳ(ﾀﾝ)ｹﾝﾄﾞｳ 銃短剣道 自治研修センター 月８回
117 福島新体操ｸﾗﾌﾞ ﾌｸｼﾏｼﾝﾀｲｿｳｸﾗﾌﾞ 新体操 福島トヨタｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ 月４回
118 福島市中野地区 ﾌｸｼﾏｼﾅｶﾉﾁｸ 総合種目 中野小学校 月４回
119 平野卓球 ﾋﾗﾉﾀｯｷｭｳ 卓球 平野中学校 月８回
120 飯野町ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ ｲｲﾉﾏﾁﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ ドッチボール 大久保小学校 月８回
121 福島市ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾌｸｼﾏｼﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ フェンシング 鳥川小学校 月４回

122 福島市少年ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ ﾌｸｼﾏｼｼｮｳﾈﾝﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ ラグビーフットボール 北中央公園・あづま運動公園 月４回

なお、黄色の単位団は団員を大募集中！！です。

軟式野球

陸上競技

各単位団の連絡先については、個人情報保護の観点から公開しておりません。必要な際には本部事務局へお問い合わせください。
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