
種目 団名 活動場所

野　球 天小オリオンズスポーツ少年団 天川小学校

桃木フェニックススポーツ少年団 桃木小学校ほか

駒形ジュニアーズクラブスポーツ少年団 駒形小学校ほか

上川ジャガーズスポーツ少年団 八幡山グランド（朝倉町）

下川ライオンズスポーツ少年団 下川中央公園

アクティヴ新田スポーツ少年団 新田小学校

オール東スポーツ少年団大利根 大利根小学校・箱田中学校

前橋南リトルスポーツ少年団 山王小学校・広瀬小学校ほか

桂萱東ファミリーズスポーツ少年団 桂萱東小学校

二之宮リトルスポーツ少年団 二之宮小学校

荒子球友スポーツ少年団 荒子小学校・大室小学校・葭沼公園

東小ウィンズスポーツ少年団 東小学校

桂萱サンダーススポーツ少年団 桂萱小学校

敷島アトラススポーツ少年団 敷島小学校

リトル清里スポーツ少年団 清里小学校

三俣ブルーファイターズスポーツ少年団 大渡公園

細井ビクトリースポーツ少年団 細井小学校

元総社リトルスポーツ少年団 元総社北小学校

芳賀ジュニアスポーツ少年団 芳賀小学校

滝少ファイターズスポーツ少年団 滝窪小学校

リトル宮城スポーツ少年団 宮城小学校・殿林グラウンド（三夜沢町）

粕川フレンズスポーツ少年団 粕川小学校

リトル勝山スポーツ少年団 勝山小学校

元総社ウイングススポーツ少年団 さくら公園（大友町）

みずきファイヤーズスポーツ少年団 中川小学校

女屋ヤンガーススポーツ少年団 永明小学校

桃瀬ヤンキーススポーツ少年団 桃瀬小学校

大渡ヴィガーズスポーツ少年団 総社町二号団地公園

桃井中央イーグルススポーツ少年団 南町2丁目公園グラウンド

リトル大胡スターズスポーツ少年団 茂木ふれあい公園運動場

白川ホークススポーツ少年団 白川小学校

リトル時沢スポーツ少年団 時沢小学校

　　　登録人数合計　１，０４９人（うち団員数　７９５人　・　指導員数　２５４人）

１　野球部会　単位団数　３６団体



富士見ビクトリースポーツ少年団 原小学校

石井キングススポーツ少年団 石井三区ふるさと公園

前橋北部スターズスポーツ少年団 関根町・田口町・荒牧町

前橋中央ボーイズ 前橋中央緑地公園ほか

種目 団名 活動場所

サッカー 城南ＦＣスポーツ少年団 城南小学校

芳賀ＳＣスポーツ少年団 芳賀公園グランド（小坂子町）

元総社ＦＣスポーツ少年団 元総社小学校・明神東公園・元総社中学校

前橋細井ＦＣスポーツ少年団 細井小学校

前橋原町ＦＣスポーツ少年団 原町公園（天川大島町三丁目）ほか

前橋朝倉FCスポーツ少年団 朝倉小学校

インテル前橋ＦＣスポーツ少年団 駒形町旧町民グラウンド（駒形町）

ＦＣ下川前橋スポーツ少年団 下川淵小学校

前橋天神ＦＣスポーツ少年団 上川淵小学校

ＦＣリオエステＪｒスポーツ少年団 総社小学校

FCアミーゴ前橋スポーツ少年団 永明小学校

大室ＦＣスポーツ少年団 大室小学校

桃木ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 桃木小学校

前橋エコー少年サッカークラブスポーツ少年団 エコーグラウンド（堀之下町）

MSCジュニア 荒子小学校ほか

ＦＣ前橋南スポーツ少年団 駒形小学校ほか

岩神少年サッカークラブ 岩神小学校

オール東スポーツ少年団サッカークラブ 新田小学校

前橋山王ＪＳＣスポーツ少年団 韮川西公園（山王町二丁目）ほか

tonan前橋スポーツ少年団 図南サッカーパーク（野中町）

大胡ＦＣスポーツ少年団 大胡東小学校

みやぎふれあいスポーツクラブスポーツ少年団 宮城小学校

粕川少年サッカークラブスポーツ少年団 粕川小学校・粕川西部グランド

前橋ジュニアスポーツ少年団 桐生大学（みどり市）

ＦＣ富士見スポーツ少年団 竜門公園（富士見町小暮）

ＶＩＥＮＴＯ．ＳＣ スポーツ少年団 図南サッカーパーク（野中町）

ＦＣ ＦＯＲＴＥ スポーツ少年団 南橘中学校ほか

２　サッカー部会　単位団数　２７団体
　　　登録合計　６２６人（うち団員数　５４７人　・　指導員数　７９人）



種目 団名 活動場所

ミニバス 前橋中央ミニバススポーツ少年団 桃井小学校

桃瀬リバーススポーツ少年団 桃瀬小学校

青柳町ミニバスケットボールスポーツ少年団 桃川小学校

RBＣスポーツ少年団 総社小学校・勝山小学校ほか

桂萱ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 桂萱小学校ほか

オール東ミニバスケットボール女子スポーツ少年団 大利根小学校・総社小学校

朝倉ミニバススポーツ少年団 わかば小学校・広瀬小学校

若宮バスケットクラブスポーツ少年団 若宮小学校ほか

永明ジュニアバスケットボールクラブスポーツ少年団 永明小学校

芳賀ジュニアスポーツ少年団 芳賀小学校

群馬トマホークミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 ALSOK群馬アリーナ・桃川小学校

大胡ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 大胡東小学校

 粕川ミニバスケットボールスポーツ少年団 月田小学校ほか

前橋フェアリーズスポーツ少年団 広瀬小学校

元総社ミニバスクラブスポーツ少年団 元総社北小学校ほか

関根町ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 荒牧小学校

荒子ミニバススポーツ少年団 荒子小学校

下細井町ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 細井小学校・桃木小学校

ＡＬＬ ＡＺＵＭＡ ＭＢＣ スポーツ少年団 新田小学校

南橘ジュニアミニバスケットボールクラブ 荒牧小学校

種目 団名 活動場所

バレーボール 桃木ジュニアスポーツ少年団 桃木小学校

下川ジュニアスポーツ少年団 下川淵小学校

城南クラブスポーツ少年団 城南小学校

オール東ジュニアバレーボールスポーツ少年団 東小学校ほか

粕川クラブスポーツ少年団 粕川小学校

粕川Ｊｒ．スポーツ少年団 粕川小学校

はなまるジュニアクラブスポーツ少年団 上川淵小学校

　　　登録合計　２２８人（うち団員数　１６６人　・　指導員数　６２人）

４　バレーボール部会　単位団数　１３団体

３　ミニバス部会　単位団数　２０団体
　　　登録合計　５４６人（うち団員数　４６３人　・　指導員数　８３人）



CSスマイルスポーツ少年団 大胡小学校

時沢小ミニバレースポーツ少年団 時沢小学校

富士見ジュニアスポーツ少年団 時沢小学校

原小ポプラきっずスポーツ少年団 原小学校

マーヴェラスＪｒ．バレーボールクラブスポーツ少年団 元総社北小学校

桃瀬ジュニアバレーボール 桃瀬小学校

種目 団名 活動場所

剣道 前橋剣修会スポーツ少年団 群馬修道館（下小出町）

前橋少年剣士会武神館道場スポーツ少年団 桃瀬小学校ほか

広瀬剣道友好会スポーツ少年団 第七中学校

群馬県武道館剣道教室スポーツ少年団 ALSOKぐんま武道館

前橋剣心会スポーツ少年団 箱田中学校

大胡城山道場スポーツ少年団 大胡中学校

みやぎ少年剣道スポーツ少年団 宮城中学校

粕川少年剣道スポーツ少年団 粕川中学校

富士見剣士会スポーツ少年団 富士見中学校

剣獅舘道場スポーツ少年団 朋栄スポーツセンター内（下小出町）

弘武館松澤道場 弘武館松澤道場（古市町）

前橋 尚武館 剣道スポーツ少年団 荒砥中学校

種目 団名 活動場所

柔道 前橋柔道スポーツ少年団 田島道場（城東町）

芳賀柔道スポーツ少年団 芳賀中学校

城南柔道スポーツ少年団 荒砥中学校

大胡柔道スポーツ少年団 大胡中学校

粕川柔道スポーツ少年団 粕川中学校

富士見柔道スポーツ少年団 富士見中学校

富田町柔道スポーツ少年団 民営施設（富田町）

前橋中央柔道スポーツ少年団 前橋ジュニア柔道クラブ柔道場

５　剣道部会　単位団数　１２団体
　　　登録合計　３２２人（うち団員数　２４９人　・　指導員数　７３人）

６　柔道部会　単位団数　８団体
　　　登録合計　１８７人（うち団員数　１５３人　・　指導員数　３４人）



種目 団名 活動場所

空手道 武徳館スポーツ少年団 武徳館道場（堀之下町）

桂空館スポーツ少年団 桃瀬小学校・桂萱中学校

尚武館荒木道場スポーツ少年団 上川淵公民館・広瀬小学校

空手道・昭和塾スポーツ少年団 昭和塾道場（荒牧町）

空手道清永会スポーツ少年団 宮郷中学校（伊勢崎市田中島町）

尚武館青木道場スポーツ少年団 荒砥中学校・城南公民館

桜真館さくら道場スポーツ少年団 桜真館さくら道場（元総社町）

尚武館スポーツ少年団 尚武館道場（荒子町）

空手道道志館スポーツ少年団 アイランド株式会社内空手道場（上大島町）

修錬塾スポーツ少年団 宮城中学校

遠志館スポーツ少年団 芳賀小学校・芳賀中学校・芳賀公民館

昭和塾大胡道場 スポーツ少年団 旧前橋東商業高校・大胡東小学校

空手道修武館スポーツ少年団 東公民館

ＳＫカラテクラブ 下川淵公民館

永明空手道倶楽部 下大島団地集会所

種目 団名 活動場所

ソフトボール 駒形クイーンズスポーツ少年団 駒形小学校・笂井小学校

種目 団名 活動場所

ソフトテニス 前橋ソフトテニススポーツ少年団 三俣テニスコート 

スマイリーソフトテニスクラブスポーツ少年団 旧前橋東商業高校跡地ほか

種目 団名 活動場所

バドミントン 前橋東バドミントンスポーツ少年団 大利根小学校

　　　登録合計　２６人（うち団員数　１４人　・　指導員数　１２人）

８　ソフトボール部会　単位団数　１団体

１０　バドミントン部会　単位団数　１団体
　　　登録合計　７７人（うち団員数　６４人　・　指導員数　１３人）

９　ソフトテニス部会　単位団数　２団体
　　　登録合計　１１５人（うち団員数　１０４人　・　指導員数　１１人）

７　空手道部会　単位団数　１５団体
　　　登録合計　３６８人（うち団員数　３３１人　・　指導員数　３７人）



種目 団名 活動場所

複合 朝倉スポーツ少年団 朝倉小学校ほか

種目 団名 活動場所

スキー 前橋スキー連盟スポーツ少年団 かたしな高原スキー場

種目 団名 活動場所

スケート 前橋スケートクラブ（フィギュア部）スポーツ少年団 県総合スポーツセンターアイスアリーナほか

前橋スピードスケートスポーツ少年団 県総合スポーツセンターアイスアリーナほか

種目 団名 活動場所

卓球 粕川ミラクルスポーツ少年団 粕川中学校

１１　複合部会　単位団数　１団体
　　 登録合計　７７人（うち団員数　６９人　・　指導員数　８人）

　 　登録合計　２３人（うち団員数　１８人　・　指導員数　５人）

１３　スケート部会　単位団数　２団体

１４　卓球部会　単位団数　１団体
　　 登録合計　３１人（うち団員数　２９人　・　指導員数　２人）

１２　スキー部会　単位団数　１団体
　 　登録合計　２２人（うち団員数　１８人　・　指導員数　４人）


