
No 地区 団　体　名 連絡代表者 電話番号 郵便番号 代 表 連 絡 先 住 所 連絡用メールアドレス

1 函館 ALLES体操クラブ 田中　琢也 0138-52-0365 041-8765 函館市日吉町1-12-1 t.tanaka@h-lasalle.ed.jp

2 函館 遺愛女子中学 下元　京子 0138-51-0418 040-0004 函館市杉並町23-11 shimomoto-k@iaijoshi-h.ed.jp

3 函館 江差体操スポーツ少年団 小竹　雅久 0139-52-2127 043-0051 檜山郡江差町字津花町86 kotake@siren.ocn.ne.jp

4 函館 サンスポーツクラブ 及能　有三 0138-54-4541 040-0013 函館市千代台町13-17 sun.1976@sunsports.co.jp

5 函館 HOKUTO SPORT CLUB 山内  　堅 0138-73-6481 049-0152 北斗市押上1丁目3番1号 info@hokuto-noss.net

6 函館 北斗スポーツクラブ 山内　　堅 0138-73-6481 049-0152 北斗市押上1丁目3番1号 info@hokuto-noss.net

7 函館 レッツスポーツクラブ 池田　隆一 0138-47-0255 041-0803 函館市亀田中野町335-1 lets.sc.0255@snow.plala.or.jp

8 函館 ラ・サール中学 田中　琢也 0138-52-0365 041-8765 函館市日吉町1-12-1 t.tanaka@h-lasalle.ed.jp

9 函館 函館ジュニア新体操クラブ 斉藤　春江 0138-52-4566 042-0941 函館市深堀町7-18 haru.8.march@kfd.biglobe.ne.jp 

10 室蘭 登別ジュニア体操クラブ 阿部千代志 090-8371-6771 059-0025 登別市大和町1丁目2-21 abe.3b9.chiyoshi@ip.nssmc.com

11 室蘭 蘭体操クラブ 畠山　正浩 090-9083-4848 050-0072 室蘭市高砂町1丁目1-8 info@rantaisou.com

12 苫小牧 苫小牧ジュニア体操クラブ　　 澤井　　智 090-4878-8254 059-1306 苫小牧市ウトナイ北4丁目7-47 samurai_6001@yahoo.co.jp

13 小樽 おたる体操ジュニアクラブ 柴田　寛士 0134-64-1530 047-0026 小樽市東雲町7 AMS水天宮102 shiba-25@mopera.net

14 札幌 HOKUSEI☆R.G. 熊谷　真琴 080-2874-3924 064-8523 札幌市中央区南4条西17丁目2-2北星学園女子中学高校内 kumacotokumacoto@live.jp

15 札幌 北星学園女子中学高等学校（中学） 三木　朱美 011-561-7153 064-8523 札幌市中央区南４条西17丁目2-2 miki-akke@hotmail.co.jp

16 札幌 輝 宮下やよい 090-2058-7403 063-0846 札幌市西区八軒６条西４丁目１－２ info@kira-rg.club

17 札幌 NORTH新体操クラブ 森多　伸明 080-3268-1177 007-0874 札幌市東区伏古14条5丁目7-20 morita718n@yahoo.co.jp

18 札幌 NPO法人さっぽろ体操クラブ 嶋倉　　豊 011-761-6818 001-0909 札幌市北区新琴似９条１２丁目１－５ nsa25302@nifty.com

19 札幌 NPO札幌クラシーバヤヂェーブチカ 箭内　洋子 011-572-8141 005-0831 札幌市南区中ノ沢３丁目１－１－３１０ yosan14439@gmail.com

20 札幌 NPO法人さっぽろ体操クラブRG 松田奈由美 011-747-5838 011-0902 札幌市北区新琴似２条１丁目１－５７ nsgmattu＠f2.dion,ne.jp

21 札幌 Sieg R.Gクラブ 中野芽衣子 011-374-7117 067-0072 北海道江別市一番町4-17 may@topaz.plala.or.jp

22 札幌 札幌アルファ体操クラブ 山川　　剛 011-833-6616 003-0813 札幌市白石区菊水上町3条3丁目52-328 salpha@deluxe.ocn.ne.jp

23 札幌 ジュンスポーツクラブ　 髙田　　直 011-884-7000 004-0865 札幌市清田区北野5条2丁目６－３０ jun8847000@yahoo.co.jp

24 札幌 スポーツクラブZIP麻生 小林真由美 011-721-1212 001-0045 札幌市北区麻生町5丁目9-15 divertirsi365mk@yahoo.co.jp

25 札幌 レイズ体操クラブ 山内由紀子 011-790-8003 007-0838 札幌市東区北38条東15丁目1-22 yamauchi@raise-taisou.com

26 札幌 札幌MEG.RGクラブ 一文字恵美 011-811-6030 062-0903 札幌市豊平区豊平3条4丁目1-31 sapporo.meg@rg-club.com

27 札幌 札幌モエレ新体操クラブ 水本　　賢 011-781-8880 007-0839 札幌市東区北39条東19丁目1－15 y-sugi@yk9.so-net.ne.jp

28 札幌 リトミチカ 茂木　絵里 080-55635420 006-0002 札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目15-22 ritmickagymnastics@gmail.com

29 札幌 藤女子中学校 本間　聖美 011-707-5001 001-0016 札幌市北区北16条西2丁目 m-honma@fuji-gjshs.jp

30 札幌 北海道新体操クラブ恵庭 関　　将司 090-5224-8191 061-1443 恵庭市栄恵町１－１－３０３号 seki_masashi_0528@yahoo.co.jp

31 札幌 北海道新体操クラブ江別 佐々木良憲 080-3369－3182 061-1448 恵庭市緑町２丁目１１－６ happy_mimy@msn.com

32 札幌 北広島ジュニア体操クラブ 佐藤　優人 080-1877-4509 061-1127 北広島市新富町西２丁目４－１ kitahiro.gym@gmail.com

33 札幌 北翔大学スポルクラブ 吉村　佳子 011-386-9494 069-8511 江別市文京台２３番地北翔大学内 yoshikei@hokushou-u.ac.jp

34 札幌 雅楽RG 有田　奈々 090-7656-3428 062-0031 札幌市豊平区西岡1条6丁目6-12 shito7ha@nifty.com

35 旭川 旭川エクセル体操クラブ 菅戸　清一 0166-54-7737 071-8145 旭川市春光台５条３丁目11-24 h_sugato@ybb.ne.jp

36 旭川 NPO法人旭川ＴＡＧスポーツクラブ 戸塚　義則 0166-85-7382 078-8245 旭川市豊岡１５条７丁目３－２ 神田ビル３０２　 taggym@tmt.ne.jp

37 旭川 旭川ジュニア新体操クラブ 長尾　若子 0166-59-5227 071-8122 旭川市末広東２条２丁目３－１６ s-2013080942174@be.wakwak.com

38 旭川 永山新体操クラブ 榎　ますみ 0166-54-9349 070-0874 旭川市春光４条９丁目５-２７ e-msm110@potato7.hokkai.net

39 北見 北見ジュニア体操クラブ 谷水　泰士 080-3236-9891 090-0035 北見市北斗町3丁目9-12 gym_tani_74@yahoo.co.jp

40 十勝 十勝ジュニア体操クラブ 金刺　幸雄 0155-22-1636 080-0845 帯広市緑ヶ丘東通西7番地 m05okyc419@wi.kualnet.jp

41 十勝 帯広しんたいそうクラブ 大久保まゆみ 0155-37-0722 080-2474 帯広市西24条南4丁目40-15 carcan@hb.tp1.jp

42 釧路 くしろ体操クラブ 武藤　裕也 0154-68-5462 084-0048 釧路市駒場町３番３２号 taisou946@hotmail.co.jp

43 釧路 すだＪｒ体操クラブ 須田　尭司 090-8906-7508

44 釧路 なかの体操クラブ 中野　義弘 080-1875-7105 085-0806 釧路市武佐4-14-10

45 釧路 シュピール体操クラブ 山本　　悟 080-1212-4825 085-0813 釧路市春採７丁目26-155-501-55

46 網走 はんざわ体操クラブ 半澤　祐介 011-691-2012 006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目7-2 hanzawa1105@rice.ocn.ne.jp

47 網走 オホーツクスポーツクラブ 佐藤　王紀 0152-44-4880 093-0042 網走市潮見185-19 ohg-keiichi-110@y8.dion.ne.jp

ジュニアクラブ・中学校　 加 盟 一 覧
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