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高崎市陸上競技協会「高

崎Winds」
委員長　森山健

０９０－３５９５－２４７８

takasakiwinds2008@yah

oo.co.jp

週１回

土または日及び大会日

※添付の日程表のとおり

年会費１万５千円のみ

※１０月下旬、高崎市陸

上教室からの編入組は

年会費１万円

高崎市内在住・在学小学

生　活動中、保護者は見

学　入会説明会で規約

の内容に賛同された方

入会は決められた時期

※添付の規約のとおり

吉井グランド、浜川競技

場

※添付の日程表のとおり

主な指導種目は、青少年の健全育

成

スタッフ約３０名おり、大会に向けて

は小学生陸上種目全て指導し、

チャレンジする心を養うため、大会

に出場させていますが、小学生チャ

ンピオンを目指すものではありませ

ん。

将来に向けて、ＳＡＱや ドリル、動き

づくり、走り方を重視

碓氷陸上競技クラブ 武井透

090−2493−6780．

yoko6482@docomo.ne.jp

土・日・休日等(月２〜３

回予定）

時間１３：３０（１３：００）〜

２時間程度(夏季は８：３０

か９：００〜）

・小学生会費５００円

スポーツ保険８００円

小学生合計１３００円

・中学生会費２００円

スポーツ保険８００円

会場年間使用料３００円

中学生合計１３００円

※大会参加の場合、原

則として個人負担です。

原則として安中市内(松

井田中心）の小・中学生

ですが安中地区や市外

の児童・生徒も多数、所

属しています。

入会随時

富岡もみじ平競技場・安

中市立臼井小学校校庭

（体育館）等

活動日・大会等は碓氷陸上競技ク

ラブのホームページやメールで知ら

せます。(月末に配信）

http://www.usui.ac.org 

※陸上教室要項等は添付ファイル

を参照

館林陸上競技クラブ 始澤勝也

1paku2shoku-

6699yen@ezweb.ne.jp

090-8461-3471

毎月第２・４土曜日

AM10:00～12:00（２時間

程度）

５００円（月額）

スポーツ安全保険料

　８００円

館林市・邑楽郡内の小学

４年生～６年生

館林市城沼陸上競技場

どりかむ太田 栗原一侑

run22kuri22@yahoo.co.jp

090-4002-9784

年間通しで基本毎週月・

水曜日

19：00〜20：00

年間3,000円(スポーツ保

険含む)

小学3年生以上 太田市新田陸上競技場 長距離系(短距離系も検討中)

前橋ジュニア陸上教室

http://www.k5.dion.ne.jp/

~mrk-j/

清水雅文 毎週土・日曜日の午後３

時～

平日もあり、要確認

半年10,000円＋ウェアー

代

前橋市在住の小学１～６

年生

※常に保護者同伴なら、

年長可

※県内外可

※携帯での受付や問い

合わせはしていません。

「前橋ジュニア陸上教

室」のホームページをご

覧になり、練習会場で直

接受付となっています。

敷島公園補助競技場 短距離・リレー・５０ｍハードル・長距

離・駅伝・走幅跳・走高跳・ボール投

げ

３月～１０月　全種目

１１月～２月　短距離系基礎トレー

ニング・マラソン・駅伝練習

たちばなR．C 諸田泰志

ymo116moro@fork.ocn.ne

.jp

毎週月曜日、水曜日

午後7時～午後8時30分

一人目は1000円、二人

目以降500円

本人の意思と保護者の

同意、地域等の制限は

ありません。園児より参

加できますが園児の場

合は練習時間中は保護

者にいて頂きます。

随時募集していますので

いつでも連絡お待ちして

います！

月曜日は橘小学校グラ

ンド（雨天中止）水曜日は

北橘中学校グランド（雨

天の場合、橘小学校体

育館）

3、4、5、6年生は、短距離、長距離

（大会前は出場種目）

2、1年生園児はインターバル（か

けっこ）や遊びを取り入れた鬼ごっ

こなど

ベルジャパンＡＣ 田中　光

cocorojapan@oboe.ocn.n

e.jp

参加料、会場使用料あり 棒高跳希望のもの ベルドーム 棒高跳のみ

富岡市陸上競技協会 相川浩道

０９０－２７５９－７３１０

６月～１２月の第２土曜

日（８月を除く）

９：００～１１：００

参加費１．０００円（６回

分）

冨岡・甘楽地区の小学生

３年以上）

もみじ平陸上競技場

ポニーズ 石島　保

090-7731-3153

土曜日

午前9：00～11：30

※夏季

　午前8：30～10：30

年会費　3,000円 5年生以上

※9月からは4年生も可

桐生市陸上競技場 小学生の陸上競技種目全般

チーム高橋（仮） 高橋英樹

ｈｉｄｅｋｉ.3871.ｍｏｍｏｔａｒｏ

ｕ＠ｄｏｃｏｍｏ.ｎｅ.ｊｐ

主に毎週日曜日の午後 なし 礼儀正しく、やる気のあ

る人・競技を楽しめる人

但し、ケガ等は応急処置

はしますが、すべて本人

責任、本人負担

敷島サブ

前橋王山グランド

しんとう総合グランド周辺

全ての種目

アラマキッズ 荒牧 敏行

aramakids-

2003@docomo.ne.jp

０９０－３３１９－７６６５

年間を通して月曜日から

日曜日まで毎日（正月休

み・お盆休み等あり。

※ただし、児童は各自無

理なく都合の良い日を選

択して参加

入会金・年会費無料

※ただし、大会参加料・

保険料等は個人負担

原則、小学生対象（１～６

年生）

原則、群馬県内（通えれ

ば、どちらからでもOK）

高崎浜川陸上競技場

烏川河川敷（城南大橋下

付近）

その他（各種陸上競技

場・観音山ファミリーパー

ク等）

中長距離・駅伝・５０ｍH・８０ｍH・短

距離・その他（体作り）等

上州アスリートクラブ

http://www.josyu-a-

club.org/

白水 正昭

uzu@josyu-a-club.org

027-315-8460

日曜日

小学1.2年13：30～14：30

3.4年15：00～16：30

5.6年17：00～18：30

水曜日

小学4年生以上18：00～

19：30

月会費4.200円

年会費5.250円

小学生（所在地不問） 高崎健康福祉大学陸上

競技場

走ること」全般（かけっこ、短距離

走、長距離走）※ハードル、高跳び

などの専門種目の指導はなし。

年代に沿った、体系的な一貫指導。

沼田ランナーズクラブ 田中　檀

０８０－１０９６－９８７７

毎週土曜日 年会費　３，０００円 小学校３年生以上 沼田市運動公園陸上競

技場

長距離、短距離

子持少年陸上クラブ 小淵　哲哉

０９０-３０６１-７２１６

毎週水曜日

１８：３０～２０：００

年会費　５，０００円

その他、Ｔシャツ3,000円

程度、大会参加費個人

負担

渋川市内の小学生（但

し、北橘地区は要相談）

※入会受付は、毎年３月

～４月に行い、年度途中

での入会は不可

渋川市子持中学校 体力向上が目的なので、短距離、

長距離、幅跳び等全般

３０年度の入会受付は、３月２８日ま

で、年度途中での入会は不可

TEAM☆K、Bee3R 岩田拓也

takuya83@yahoo.co.jp

1.2.3年  木曜6時から7時

4.5.6年  月、金曜6時から

7時20

年会費5000円

保険代1000円

走ることが好きな子 前橋市粕川中学校グラ

ンド

陸上競技全般

冬場は全員駅伝に向けての練習に

なります。

安中市陸上競技協会 阪本幹夫

mikiosakabook@gmail.co

m

通年　月2回　土曜日の

午前中

無料

ただし保険料は実費いた

だく

安中市内の小学生(3年

生〜6年生)

新島学園第二グランド

10月から安中市スポーツ

センターイベント広場そ

の他

陸上運動(走る・跳ぶ・投げる)

藤岡市民陸上競技教室

藤岡市陸上競技クラブ

（主催　藤岡市教育委員

会）

藤岡クラブ　髙田明彦

０９０－９８０３－８６２５

自宅０２７４－２３－１１０

２

又は根岸勝良

negichan-

5@tiara.ocn.ne.jp

090-4013-5307

4月から3月までの土曜

日　年間35回程度（3月

の募集段階で年間活動

予定を明示しています）

保険代等

小中学生1000円

高校生以上2000円

藤岡市内在住・在勤・在

学の小学3年生以上の男

女（ただし3年生未満でも

保護者の教室参加また

は3年生以上の兄弟が一

緒に活動できれば可能）

※入会は藤岡市教育委

員会スポーツ課０２７４－

５０－８２１３にある用紙

に記入してスポーツ課へ

提出

藤岡市陸上競技場 午前9時から11時　毎回、準備運

動・動き作りを中心に行い、春～秋

は１００ｍの記録計測、冬は長距離

走を加えています

あまり競技性は高くありません。陸

上競技に親しみ、楽しく活動するこ

とを目標としています。例年150名程

度の参加者がいます。

境クラブ 保護者会長

高木　一哉

090-7900-7643

月ごとに連絡する

１９：３０～２１：００

＊　高学年を対象に強化

練習もあり（対象者には

都度連絡）

＊　強化練習に参加しな

い場合は、駅伝等のレー

スに参加出来ない場合

がある

小学生－年間費 \7,000

（保険代・ナイター代・大

会費等）

中学生以上－年会費

\1,000（保険代・ナイター

代）

＊ 年会費なので途中入

退会の場合は金額の変

更は出来ない

＊ 申込書と一緒に支払

うこと

対象学年　小学２年生～

小学６年生

＊ 中学生以上は人数に

含まれない

＊ 中学生以上の方には

コーチ助手をお願いする

こともある

陸上を競技として経験し

てみたい方で、早い・遅

いは関係なく自分の目的

をしっかりと持って練習

に参加できる方を以下の

通り募集する。

ａ．募集人数　概ね６０名

＊ 募集は基本的に４月

の１ヶ月間とする

＊ その後の募集につい

ては１０月に再度募集を

かける

＊ 体験は２回までとする

（体験時は障害保険に入

れない）

境総合グラウンド（雨天

時　　境南中学校　体育

館）

保護者あり。

会則があり、それに賛同していただ

けることが条件です。

伊勢崎市陸上クラブ 関上　尚

０９０－１０５５－１６１８

土曜、日曜

１・２・３年は９：００から１

０：００

４・５・６年は９：００から１

１：００

年間￥４，０００円（保険

料含む）

市内外問わず 伊勢崎陸上競技場・グ

リーンパーク

ボール投げ以外・季節により異な

る。

＊更に詳しくは、申込み要項を確認

の上

＊当クラブにそぐわない方は強制

的に退会してもらう場合があります

ので了承の上入会してください。

勢多陸上競技クラブ 須永幸一

09048849511

週２回程度 無料 参加条件なし 主にあいのやまの湯の

芝生広場

須永氏の指導内容に賛同していた

だける人


