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平成３０年度版
那須塩原市体育協会

班回覧

随時、会員の募集をしております。体験教室等の詳細につきましては各種目担当者へお問い合わせください。
加盟団体名

問い合わせ先
地区名

氏

名

電話番号

西那須野地区

橋本 克己

090-8170-2163

黒磯地区

佐野 健一

080-6506-3240

塩原地区

郡司 和夫

090-5569-1033

那須塩原市
野球連盟

全地区

梅津 光善

那須塩原
ソフトテニス連盟

全地区

柏原 智幸

090-4008-4769

西那須野地区

長濱 浩

090-5401-8769

黒磯地区

近藤 秀三

090-1541-9900

西那須野地区

臼井 義博

黒磯地区
塩原地区

那須塩原市
陸上競技協会

那須塩原市
卓球協会
那須塩原市
柔道クラブ

西那須野地区

那須塩原市
剣道部
那須塩原市
サッカー協会
那須塩原市
バスケットボール協会
那須塩原市
バドミントン協会

問い合わせ可能時間帯

8：00～20：00

小学4～6年生男女ジュニア陸上教室（土曜日）各種大会・駅伝大会出場

8：00～20：00

一般大会は年間6大会。学童大会は年間４大会を実施しております。

18:00～20:00

各種大会の開催及び交流大会の実施、教室の開催、定期練習会の実施

8：00～20：00

年間通しての練習、一般･ラージボールの大会の開催

0287-36-6476

9：00～18：00

火･土19:00～20:30ｽﾎﾟｰﾂ少年団20:30～21:30一般･中高校生

櫻井 崇久

090-3808-8373

17：00～22：00

水･土19:00～20:30ｽﾎﾟｰﾂ少年団20:30～21:30一般･中高校生

渡辺 悦雄

0287-35-2519

19：00～21：00

水･土19:00～20:30ｽﾎﾟｰﾂ少年団20:30～21:30一般･中高校生

菅井

勇

0287-36-5998
090-2249-0694

0287-36-2762

9：00～20：00

黒磯地区

鈴木 邦彦

090-3148-6213

17：30～21：00

全地区

増子 健吾

090-1654-9197

西那須野地区

穂積 征洋

0287-37-8770

黒磯地区

人見 忠志

090-1846-3560

西那須野地区

藤田 淳

090-5535-5040

黒磯地区

阿部 裕子

0287-62-4188

塩原地区

岩瀬 眞生

090-2745-4274

19：00～21：00

那須塩原
射撃クラブ

全地区

江連 定利

090-1457-8818

9：00～19：00

川出 哲生

090-1980-2100

鈴木 敏秋

0287-64-2319

那須塩原
スキー連盟

全地区

那須塩原
テニス協会

全地区

那須塩原市
ゲートボール協会

水口 達夫
肥塚

靖

田川 次雄

西那須野地区 大曽根 正夫

090-2492-4990

射撃大会、練習会あります。
ビームライフル部あります。
nasushiokyudo@gmail.com

090-1658-4432

18：00～20：00

定期稽古日 (月)19：30～21：30 (土)14：00～17：00（冬季16：00）
定期稽古日 (土) 午前中 （いずれも三島体育センター弓道場にて活動中）

市長杯大会、小学生女子、中学生女子大会、協会長杯争奪リーグ戦大会等
多岐にわたる。

10：00～20：00
9：00～20：00

グループで定期練習実施
大会の開催。登録チーム募集しています。

9：00～20：00

090-1404-4488

スキー・スノーボード教室及び市民スキー大会の開催。スキージュニアの育成な
ど。各クラブで定期練習を行なっています。
tt5912@ktf.biglobe.ne.jp

0287-37-1690

大会、講習会 詳しくは那須塩原テニス協会ＨＰまで。
http://sports.geocities.jp/tennis_nsta/

8：00～19：00

西那須野地区では区毎に曜日を決めて練習。黒磯地区では土曜日に月例大
会。塩原地区でも月例の大会を行なっており、いずれの地区も市内全体の大会
（市長杯、ゲートボール協会長杯等）に参加しています。

8：00～20：00

市大会、審判講習会の実施。その他の大会にも参加しています。

090-1052-2389

9：00～21：00

定期的に練習しています。各大会にも参加しています。男女問わず会員募集中
していますのでお気軽に！

090-3474-1659

19：00～21：00

黒磯地区

小林 光男

0287-63-6579

塩原地区

蝦名 眞

0287-35-4108

那須塩原市
婦人バレーボール連盟

全地区

宮澤 栄子

那須塩原市
綱引き連盟

全地区

臼井 浩二

那須塩原市
レクリエーション協会

全地区

菊地

那須塩原市
空手道連盟

全地区

大貫 信春

彰

各種大会の開催、グループで定期練習実施
上に同じ 掲示板→http://8232.teacup.com/kuroisobad/bbs

090-5347-7333

全地区

市大会の開催、審判講習会の実施（ミニバス対応）

konntikisho-man@docomo.ne.jp

理

那須塩原市
ソフトボール協会

ナイターリーグ戦、フットサルリーグ（社会人、エンジョイ、ジュニア）
会長杯大会などを開催しています。
定期の練習あり、大会にも参加しています。（一般・社会人対応）

namame-namame-namame@docomo.ne.jp

三輪

0287-37-8544

一般・小学生とも定期で稽古しています。

19：00～21：00

全地区

全地区

週3回で活動、小学生の教室も開催。

k.masuko@miyazawa-co.jp

那須塩原市
バレーボール協会

那須塩原市
弓道連盟

活 動 内 容 等

メールアドレス

0287-36-0240
090-7422-6113

kikuchi1343@basil.ocn.ne.jp

○2018レクリエーション教室 主に毎月第3月曜日19：00～20：30 狩野
公民館 ○ニュースポーツ体験練習会 毎週金曜日19：00～21：00 高林
公民館 どちらも常時受付中 〇レク指導者も派遣します。
空手道の稽古を通して、体力つくり人間つくりを行っています。子供から

nasu.karate@gmail.com

大人まで、男女問わず参加できます。市民大会開催のほか、県大会、
関東大会、全国大会へ出場する選手もいます。

那須塩原市ラグビー
フットボール協会

全地区

大島 彰

090-4177-5796

9：00～20：00

o-akira@jeans.ocn.ne.jp

毎週土曜日10時から那珂川河畔運動公園で練習しています。 県社会人の大
会にも参加しています。

那須塩原市
ゴルフ連盟

全地区

舟岡 誠

090-3231-6340

17：30～20:00

funaoka.rose@nifty.com

市民ゴルフ大会の開催、県ゴルフ連盟開催大会への参加をしております。

那須塩原市
インディアカ協会

全地区

原田 幸子

090-7707-8163

9：00～20：00

popopo.pocco@docomo.ne.jp

羽を使ってバレーボールをする気軽に楽しめるｽﾎﾟｰﾂです。 チームごとの練習、体
験講習会、市大会も行なっています。

那須塩原市
太極拳協会

全地区

竹内 祐子

080-1158-9406

8：00～21：00

ns.taijiquan.yt@kch.biglobe.ne.jp

太極拳は心を静かに体を緩めてゆっくり両足の重心移動をしながら動くので、筋肉・骨格・
関節を柔軟にし、強い心と体を作ります。出来るだけ若い年齢から始めましょう！

8：00～18：00

nasu-teramachi@da2.so-net.ne.jp

どなたでもすぐに、気軽に、出来るスポーツです。初心者講習会・グループでの講
習会に対応します。定期練習会・地区月例会・市長杯大会など開催します。

那須塩原市
グラウンド・ゴルフ協会

西那須野地区 長野谷 孝男
寺町 三郎

0287-62-8290

塩原地区

立花

篤

0287-35-4788
0287-32-3120

18：00～21：00

0287-63-1363

9：00～18：00

0287-63-9806

18：00～

那須塩原市ソフト
バレーボール協会

全地区

臼井 郁男

黒磯山岳会

全地区

渡部 逸郎

0287-36-4711

柔らかいボールで、４人１組バレーボールと同じように行い、幅広い世代で一緒に楽しめ
ます。年１回審判講習会と年４回大会を開催しています。
ホームページ http://www3.hp-ez.com/hp/nasushio-sofuvo
tochisin@s9.dion.ne.jp

登山、ハイキング、山スキー、スノートレッキング、沢登り、岩登り
月例会（第3木曜日）19:00～厚崎公民館

8：00～22：00

社交ダンス講習を初級（19:00～20：00）･中級（20：00～21：30）
毎週土曜日開催しています。常時入会可

0287-36-3327

8：00～19：00

にしなすの運動公園のコースを中心に年間を通じて練習し、年６回の大会と、県
大会、関東大会、全国大会などに参加しております。

河内 秀夫

0287-36-6131

8：00～21：00

nasudiscgolf2000@yahoo.co.jp

全地区

大谷 英男

090-3533-2455

9：00～19：00

nasuaiki@gmail.com

西那須野地区

和泉 卓哉

黒磯地区

綱島 健一

那須塩原ダンス部

全地区

閑林 昭夫

那須ターゲット・
バードゴルフクラブ

全地区

赤津 和義

那須塩原
フライングディスク協会

全地区

那須塩原市
合気道連盟
那須塩原市
スポーツ吹矢協会

0287-38-0053

黒磯地区

那須塩原市体育協会事務局

090-6150-0388

0287-63-1720

9：00～17：00

〒329-2725 栃木県那須塩原市あたご町2-3

tacizumi@beige.con.jp
spwm3b39@trad.ocn.jp

フライングディスクを使うエコスポーツです。どなたでも大歓迎。毎週金曜日18：
00～にしなすの運動公園体育館で活動中。☆日本チャンピオン～世界ジュニア
選手を育成中！！
体験教室、講習会、演武大会などの開催。各加盟団体では定期稽古（週5
回）行っています。
（月）西公民館13：30～15：30 （木・土）狩野公民館13：30～15：30 練習日
（火）鍋掛公民館13：30～15：30（水）稲村公民館9：30～12：00（土）東那須野公民館18：30～21：00 練習日

ＴＥＬ 080-8847-8585

E-mail ns.taikyou@nasushiobara-sports.org

