
部 チーム名 練習日 時間 会場 申込先 電話番号

イシイスイミング
平日

日曜日
17：00～
13：00～

大石小学校プール 大場 090-3735-6760

スポ協うきは
平日

土・日曜日
19：00～
7：00～

うきはｱﾘｰﾅプール 金子 090-5027-0294

うきはT＆F　(吉井中対称)　　　　　　　　　
ｱｽﾘｰﾄﾁｬﾚﾝｼﾞクラブ

火～日
平日　放課後約2時間    　
土日祝　9:00～12:00

ｽﾎﾟｰﾂｱｲﾗﾝﾄﾞ（多目的）ほか 須山 090-9585-5941

小学生 火・木・土 18：00～20：00

火・木・土 18：00～20：00 ｽﾎﾟｰﾂｱｲﾗﾝﾄﾞ（多目的） 090-1193-0294

月・金 17：00～19：00 76-3088

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 浮羽ウィングスJr 火・木・土
火・木 18：00～20：00
土　18：00～20：30

御幸小体育館 三浦 090-3605-2924

吉井クラブ 水曜日 20：00～22：00 千年小学校 樋口 070-7657-3444

火曜日 19：30～21：30 うきはアリーナ

金曜日 20：00～22：00 吉井中学校

うきはjrﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
水曜日
土曜日

17：30～20：00
9：00～16：00

御幸小体育館 吉田 090-4997-7821

江南クラブ 江南小体育館 田中 090-8226-1221

千年ﾏﾏﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 千年小体育館 山崎 090-1516-6147

吉井MVBC 吉井小体育館 杉 080-7985-0477

VC福富 福富小体育館 長尾 090-3010-1114

御幸ママ 吉田 090-4997-7821

一般クラブ 日曜日 13：00～17：00 生涯学習ｾﾝﾀｰｺｰﾄ 池田 76-2964

シニア 月～金曜日 10：00～12：00 生涯学習ｾﾝﾀｰｺｰﾄ 池田 76-2964

一般　(ナイター) 火・金曜日 19：30～21：30 浮羽体育ｾﾝﾀｰｺｰﾄ 河内 77-6120

卓球部 スポ協卓球チーム
水曜日
木曜日

9：30～11：30
13：30～15：30

うきはアリーナ 石井 77-3170

バドミントン部 スポ協バドミントンクラブ 火・土曜日 19：40～21：40 吉井体育センター 沓形 080-5605-6252

スポ協柔道部 火・木・金・土 19：00～20：30 吉井中武道場 佐藤 77-3401

柔道修道館 火・水・金・土 18：30～20：00 修道館柔道場（自動車学校西） 吉村 080-1708-4652

問合せ先へ

水泳部

陸上部
松岡

中学生

浮羽ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 古賀 090-4777-2836

問合せ先へ 20：00～22：00

ソフトテニス部

柔道部

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部



部 チーム名 練習日 時間 会場 申込先 電話番号

山春道場 火・金曜日 18：00～20：00 大春トリムセンター武道場 大山 77-5144

月・水・金 18：30～20：00 御幸小体育館 77-6093

土曜日 18：00～20：00 うきはアリーナ 080-5251-7371

福富道場 月・水・金 18：30～20：00 福富小体育館 西見
090-3978-3877　

75-2097

江南剣心会 月・水・土 18：30～20：00 江南小体育館 石井 090-8225-9019

月 18：30～20：30
水 18：30～20：15

吉井体育センター体育館

土 18：00～19：15 福富小学校体育館

相撲部 スポ協相撲部 木曜日 19：00～ うきは体育ｾﾝﾀｰ 三善 77-8530

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 スポ協ソフトボールチーム 河内 090-8765-3357

修武館本部 月・水・金 18：30～20：00 修武館本部（浄満寺内） 野上 090-3883-9811

浮羽修武館 火・木・土 19：00～21：00 山春武道場 臼井 090-8761-3371

田代 75-3228

(昼間)渡辺 75-2381

銃剣道部 スポ協銃剣道部 月・水 19：00～21：00 吉井中武道場 小野 080-1743-0800

浮羽道場 月・水・金 18：30～20：30 浮羽道場（浮羽862-4） 古賀 77-2773

吉井道場 月・水・金 18：30～20：30 吉井道場（清瀬20-11） 石井 76-3989

浮羽ヤングラガーズ 日曜日 9：30～12：00 吉井体育ｾﾝﾀｰ・大春トリムｾﾝﾀｰ 久恒 090-2583-1348

浮羽 R F C 日曜日 9：00～12：00 浮羽究真館ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鈴木 090-9404-0566

ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ部 スポ協ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ部 毎日 8：30～11：30 大春ﾄﾘﾑｾﾝﾀｰほか 久保山 76-3190

吉井チーム

うきはｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 火・水・金 夏場8：00　冬場13：30 浮羽体育ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 宮﨑 77-2100

会社、行政区単位でチームを作り参加してください

校区により異なる 校区老人会ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部

御幸道場 水城

福岡青雲館 月・水・土 金丸 090-5292-1849

空手道部

登山部 スポ協登山部（18歳以上） 土・日・祝日 昼間（夜間あり） 国内の山

少林寺拳法部

ラグビー部

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ部

剣道部



部 チーム名 練習日 時間 会場 申込先 電話番号

日9：00～

平日１７：30～
土14：00～

大石ジャイアンツ 火・水・金・土・日・祝
平日 17：00～

土日祝 状況による
大石小グラウンド 中嶋 090-8403-0902

御幸タイガース 火・木・土
平日17：00～20：00
土　　8：00～12：00

御幸小グラウンド 矢冨 080-8379-2632

千年ドラゴンズ 水・金・土・日
平日 17：00～19：00
土日  8：30～13：00

千年小グラウンド 高木 090-9561-5708

吉井クラブ
火・水・金 
土・日・祝　　

平日17：00～
土日祝　 8：00～

吉井小グラウンド 諌山 090-5471-7966

福富少年野球ｸﾗﾌﾞ 水・金・土・日
平日 17：30～19：30
土日　8：30～11：30

福富小グラウンド 安元 090-8416-2412

浮羽ボーイズ 火・水・金・土・日・祝
平日 17：30～20：00
土日祝 9：00～17：00

平日=ｽﾎﾟｰﾂｱｲﾗﾝﾄﾞ（野球場）
土・日・祝＝旧東校グランド

山下 090-8353-6625

浮羽リトルシニア 火・木・土・日・祝
平日 18：00～20：30
土日祝 9：00～17：00

ｽﾎﾟｰﾂｱｲﾗﾝﾄﾞ（野球場）　　　　　　　　　
今泉グランド

臼井 080-5798-8329

一般・社会人 江藤 090-1348-3384

ジュニア（小・中学生） 火・水・木・金 18：30～20：30

ジュニア（小低学年・初心者） 火・木 18：30～20：00

一般 日曜・祝日 13：00～18：00

火・木 17：00～19：00

土曜 14：00～17：00

キャビーズ 金曜日 20：00～22：00 吉井体育センター体育館 永田 090-1193-2448

ベリーベールうきは 金曜日 20：00～22：00 吉井体育センター体育館 永田 090-1193-2448

うきはシニア 金曜日 19：30～21：30 浮羽体育センター 生野 090-4475-4277

FCうきはジュニオール 水・金 18：30～20：30 浮羽体育センター 舎川 090-9564-7083

ビッグストーン 水曜日 20：00～22：00 吉井体育センター体育館 塚本 090-9074-8140

FCうきは 金曜日 19：30～21：30 浮羽体育センター 園田 080-3967-0937

UCFC 水・土
水 19：00～21：00
土 13：00～17：00

スポーツアイランド　　　　　　
大春トリムセンター

徳永 090-8830-5572

REGALIA千寿 火・木
火 19：30～21：30
木 20：30～21：30

うきはアリーナ 秦 090-1972-6222

チームをつくり参加してください。

山春ベアーズ 日・火・水・金・土 大春トリムセンター 江藤 080-1725-4730

硬式テニス部 アイランドテニスコート 坪井 090-2710-9670

ちとせFC 火・木・土 千年小・グリーンコート他 大石 090-6294-0378

サッカー

野球部

サッカー


