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  優秀団   6,887 団 
 

 

【北海道スポーツ少年団】 

北広島市西の里剣道スポーツ少年団 

竹風剣道スポーツ少年団 

北広島サッカースポーツ少年団 

北広島柔道スポーツ少年団 

北広島東部スポーツ少年団 

北広島ミニバスケットボールスポーツ少年団 

北広島ジュニア体操クラブスポーツ少年団 

北の台カープジュニアスポーツ少年団 

北広島市ソフトテニススポーツ少年団 

西の里カープジュニアスポーツ少年団 

東部カープジュニアスポーツ少年団 

大曲カープジュニアスポーツ少年団 

フットボールクラブ大曲ジュニアスポーツ少年団 

少林寺拳法千歳スポーツ少年団 

向陽台サッカースポーツ少年団 

恵庭卓球スポーツ少年団 

恵庭剣道スポーツ少年団 

恵庭アンビシャススポーツ少年団 

恵庭 FC スポーツ少年団 

柏ミニバスケットボールスポーツ少年団 

恵み野剣道スポーツ少年団 

恵み野ロイヤルズスポーツ少年団 

恵み野サッカースポーツ少年団 

島松ホッケースポーツ少年団 

恵庭ミニバススポーツ少年団 

和光ミニバスケットボールスポーツ少年団 

恵庭若草タイガーススポーツ少年団 

和光フットボールクラブスポーツ少年団 

恵庭少林寺拳法スポーツ少年団 

柏ホエールズスポーツ少年団 

大麻卓球スポーツ少年団 

東野幌剣道スポーツ少年団 

野幌剣道スポーツ少年団 

江別中央タイガーススポーツ少年団 

江別スイミングスイフトスポーツ少年団 

大麻剣道スポーツ少年団 

江別バスケットボールスポーツ少年団 

大麻空手スポーツ少年団 

野幌空手道スポーツ少年団 

野幌卓球スポーツ少年団 

江別剣道スポーツ少年団 

江別中央剣道スポーツ少年団 

文京台サウスジュニアスポーツ少年団 

江別東剣道スポーツ少年団 

大麻ジュニア FC スポーツ少年団 

ツクシンボスイミングスポーツ少年団 

鍛冶ブレーブススポーツ少年団 

函館ポプラスポーツ少年団 

湯川アスパーズスポーツ少年団 

柏野クラブスポーツ少年団 

深掘スポーツ少年団 

美原オアシススポーツ少年団 

高丘にれの木スポーツ少年団 

函館人見スポーツ少年団 

北浜スポーツ少年団 

日吉ジャイアンツスポーツ少年団 

昭和レンジャーズスポーツ少年団 

千代田ビクトリーズスポーツ少年団 

石川ノースフォックススポーツ少年団 

花園ミリオンズスポーツ少年団 

入舟スポーツ少年団 

駒場フライヤーズスポーツ少年団 

神山青空スポーツ少年団 

函館誠心館柔道スポーツ少年団 

函館柔道スポーツ少年団 

ききょうスポーツ少年団 

上湯川ジュニアサッカースポーツ少年団 

八幡サッカースポーツ少年団 

はこだて金堀エレファントスポーツ少年団 

函館ベアーズスポーツ少年団 

港町スポーツ少年団 
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函館ジュニアセーリング倶楽部スポーツ少年団 

西旭岡スポーツ少年団 

臥牛柔道スポーツ少年団 

磨光クラブスポーツ少年団 

南茅部卓球スポーツ少年団 

戸井黒潮スポーツ少年団 

戸井柔道スポーツ少年団 

日吉が丘サッカースポーツ少年団 

旭岡サッカースポーツ少年団 

昭和ジャガーズスポーツ少年団 

潮見ジュニアスポーツ少年団 

桔梗サッカースポーツ少年団 

木古内柔道スポーツ少年団 

大中山野球スポーツ少年団 

大沼ブルーレイク野球スポーツ少年団 

大沼剣道スポーツ少年団 

乙部町野球スポーツ少年団 

乙部町剣道スポーツ少年団 

乙部町サッカースポーツ少年団 

江差体操スポーツ少年団 

江差フェニックス野球スポーツ少年団 

江差空手道スポーツ少年団 

江差剣道スポーツ少年団 

江差志道館空手スポーツ少年団 

江差ミニバスケットボールスポーツ少年団 

厚沢部町柔道スポーツ少年団 

厚沢部町バレーボール少年団 

倶知安アルペンスキースポーツ少年団 

倶知安クロスカントリースキースポーツ少年団 

新十津川町中央野球スポーツ少年団 

北星剣道スポーツ少年団 

第一空手スポーツ少年団 

知新・朝日スポーツ少年団 

剣和大雪剣道スポーツ少年団 

東栄野球スポーツ少年団 

北鎮ファイターズスポーツ少年団 

永山中央野球スポーツ少年団 

神居東ベアーズスポーツ少年団 

すずらん剣道スポーツ少年団 

大有野球クラブスポーツ少年団 

旭川松涛空手スポーツ少年団 

新富野球スポーツ少年団 

旭小フェニックススポーツ少年団 

緑が丘グリーンボーイズスポーツ少年団 

春光台ジャガーズスポーツ少年団 

神楽岡野球スポーツ少年団 

新町少年野球団スポーツ少年団 

忠和サンダーススポーツ少年団 

啓明ライオンズスポーツ少年団 

神楽少年野球団スポーツ少年団 

三小パワーズスポーツ少年団 

千代田イーグルススポーツ少年団 

陵雲ファイターズスポーツ少年団 

永山南クラブスポーツ少年団 

豊岡ガッツボーイズスポーツ少年団 

近文レッドライナーズスポーツ少年団 

神楽剣道スポーツ少年団 

末広野球スポーツ少年団 

旭川スピードスケートスポーツ少年団 

神居野球スポーツ少年団 

少林寺拳法旭川北スポーツ少年団 

東光サンボーイズスポーツ少年団 

北光剣道スポーツ少年団 

末広北ミッキーズスポーツ少年団 

春光野球スポーツ少年団 

愛宕スイミングクラブスポーツ少年団 

近一チャレンジャースポーツ少年団 

北光ビクトリーズスポーツ少年団 

東町ポプラスポーツ少年団 

東五条トリデーズスポーツ少年団 

共栄ワンダーズスポーツ少年団 

北柔会道場スポーツ少年団 

永山東ビクトリースポーツ少年団 

士別空手道スポーツ少年団 

士別卓球スポーツ少年団 

士別誠心館柔道スポーツ少年団 

士別ウエイトリフティングスポーツ少年団 

サフォークランド士別サッカースポーツ少年団 
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士別九十九野球スポーツ少年団 

上士別スポーツ少年団 

士別西パイレーツスポーツ少年団 

士別南野球スポーツ少年団 

士別水泳スポーツ少年団 

士別トランポリンスポーツ少年団 

士別ジュニア陸上スポーツ少年団 

士別クロスカントリースキースポーツ少年団 

士別バレーボールスポーツ少年団 

名寄ピヤシリソフトテニススポーツ少年団 

美深剣道スポーツスポーツ少年団 

美深バレーボールスポーツ少年団 

美深野球スポーツ少年団 

美深卓球スポーツ少年団 

美深水泳スポーツ少年団 

美深トランポリンスポーツ少年団 

美深サッカースポーツ少年団 

美深スキースポーツ少年団 

美深柔道スポーツ少年団 

増毛町剣道スポーツ少年団 

稚内南部柔道スポーツ少年団 

訓子府尚武館スポーツ少年団 

訓子府水泳スポーツ少年団 

訓子府 KL野球スポーツ少年団 

訓子府バレーボールスポーツ少年団 

訓子府居武士スケートスポーツ少年団 

訓子府スキースポーツ少年団 

遠軽スイミングクラブスポーツ少年団 

女満別豊住スポーツ少年団 

女満別剣道スポーツ少年団 

女満別柔道スポーツ少年団 

清里スポーツジュニアスポーツ少年団 

光岳バレーボールスポーツ少年団 

清里小学校剣道スポーツ少年団 

新生台イーグルススポーツ少年団 

末広アトムズスポーツ少年団 

豊川スポーツ少年団 

錦岡ジュニアタウンズスポーツ少年団 

日新スポーツ少年団 

沼の端スポーツ少年団 

明徳ペガサススポーツ少年団 

リトルライオンズスポーツ少年団 

苫小牧アミーゴ澄川スポーツ少年団 

苫小牧北斗サッカースポーツ少年団 

剣志会剣道スポーツ少年団 

苫小牧剣心館剣道スポーツ少年団 

苫小牧正心館剣道スポーツ少年団 

苫小牧北心館剣道スポーツ少年団 

沼ノ端剣道スポーツ少年団 

成空会川沿空手道スポーツ少年団 

苫小牧スピードスケート連合スポーツ少年団 

苫小牧クラブスポーツ少年団 

苫小牧リトルジュニアバドミントンスポーツ少年団 

苫小牧柔道スポーツ少年団 

苫小牧至誠館剣道スポーツ少年団 

王空会空手スポーツ少年団 

伊達柔道スポーツ少年団 

伊達東剣道直心館スポーツ少年団 

伊達剣道スポーツ少年団 

伊達網代道場剣道スポーツ少年団 

少林寺拳法伊達スポーツ少年団 

舟岡アトムズスポーツ少年団 

長和ジュニアスワローズスポーツ少年団 

伊達ブルータイガース野球スポーツ少年団 

稀府リトルファイターズスポーツ少年団 

伊達パンダーズ野球スポーツ少年団 

伊達東トライバレーボールスポーツ少年団 

伊達レモンズバレーボールスポーツ少年団 

伊達西ヴィクトリースポーツ少年団 

伊達西サッカースポーツ少年団 

FC DATE スポーツ少年団 

伊達スイミングスポーツ少年団 

伊達シニアクラブスポーツ少年団 

室蘭水泳スポーツ少年団 

室蘭大沢サッカースポーツ少年団 

中島旭ヶ丘サッカースポーツ少年団 

港南 ESFC スポーツ少年団 

常盤武揚サッカースポーツ少年団 
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高平レグルス FC スポーツ少年団 

むろらん体操スポーツ少年団 

室蘭祝津少年野球部スポーツ少年団 

港北クラウンスポーツ少年団 

水元少年野球部スポーツ少年団 

あかつき少年野球部スポーツ少年団 

中島リトルタイガーススポーツ少年団 

八丁平ジャイアンツスポーツ少年団 

天沢リトルエーススポーツ少年団 

水元地区バドミントンスポーツ少年団 

室蘭尚武館剣道スポーツ少年団 

尚志道場スポーツ少年団 

琢心館剣道スポーツ少年団 

室蘭北武館剣道スポーツ少年団 

幌別西サッカースポーツ少年団 

鷲別剣道スポーツ少年団 

幌別剣道スポーツ少年団 

登別柔道スポーツ少年団 

登別空手道スポーツ少年団 

鷲別ランナーズスポーツ少年団 

富岸剣道スポーツ少年団 

登別バトミントンスポーツ少年団 

富岸ファイターズスポーツ少年団 

柏木野球スポーツ少年団 

登別西柔道スポーツ少年団 

若草スティキーズスポーツ少年団 

幌別ベアーズスポーツ少年団 

登別青葉パワーズジュニアスポーツ少年団 

登別少林寺拳法スポーツ少年団 

洞爺湖ファイターズジュニアスポーツ少年団 

虻田剣道スポーツ少年団 

虻田ジュニアオーシャンスポーツ少年団 

洞爺湖スキースポーツ少年団 

洞爺湖水泳スポーツ少年団 

洞爺野球スポーツ少年団 

白老ジャガーズスポーツ少年団 

緑丘ファイターズスポーツ少年団 

竹浦スポーツ少年団 

虎杖浜タイガース 

白老空手スポーツ少年団 

白武館剣道スポーツ少年団 

白老緑丘バレーボールスポーツ少年団 

風の子スポーツ少年団 

瓜幕スポーツ少年団 

上幌内スポーツ少年団 

通明スポーツ少年団 

鹿追町剣道スポーツ少年団 

鹿追柔道スポーツ少年団 

鹿追空手スポーツ少年団 

鹿追野球スポーツ少年団 

鹿追バレーボールスポーツ少年団 

鹿追スケートスポーツ少年団 

鹿追町スキースポーツ少年団 

帯広大正ジュニアバレーボール少年団 

帯広川西バレーボールスポーツ少年団 

野付スポーツ少年団 

別海小学校スポーツ少年団 

西春別駅前スポーツ少年団 

別海ライジングスピードスケート少年団 

西春別スポーツ少年団 

上春別隼スケートスポーツ少年団 

上春別スポーツ少年団 

中西別スポーツ少年団 

中春別スポーツ少年団 

上風連スポーツ少年団 

別海中央コロンブススポーツ少年団 

別海スケート少年団白鳥スポーツ少年団 

別海中央 Jr.イーグルススポーツ少年団 

別海水泳スポーツ少年団 

別海空手スポーツ少年団 

別海剣道スポーツ少年団 

中標津町柔道スポーツ少年団 

中標津町空手道スポーツ少年団 

中標津町剣道スポーツ少年団 

中標津水泳スポーツ少年団 

中標津町丸山ファイターズバレーボールスポーツ少年団 

中標津ホルスタイン野球スポーツ少年団 

中標津ミニバスケットボールスポーツ少年団 
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中標津アイスホッケースポーツ少年団 

中標津スピードスケートスポーツ少年団 

中南イーグルススポーツ少年団 

緑丘ホーマーズ野球スポーツ少年団 

二条スポーツ少年団ニュースターズスポーツ少年団 

伏見カーディナルススポーツ少年団 

日新ベアーズスポーツ少年団 

札幌アルペンスキースポーツ少年団 

北区体育館剣道会スポーツ少年団 

篠路キングスネークススポーツ少年団 

TFC ジュントススポーツ少年団 

SSS 札幌サッカースクールスポーツ少年団 

新光サッカースポーツ少年団 

新光ミニバスケットボールスポーツ少年団 

篠路西エンゼルスミニバスケットボールスポーツ少年団 

北光ジュニアイーグルススポーツ少年団 

伏古サッカースポーツ少年団 

松裕舘札苗空手道スポーツ少年団 

平和通剣道会スポーツ少年団 

札幌美園サッカースポーツ少年団 

平岸ファイターズスポーツ少年団 

石山 FC サッカースポーツ少年団 

上手稲コンドルスポーツ少年団 

西発寒ホークススポーツ少年団 

西琴似パンダーズスポーツ少年団 

手稲東ファイターズスポーツ少年団 

琴似アイガーズスポーツ少年団 

札幌西サッカースポーツ少年団 

八軒北サッカースポーツ少年団 

琴似サッカースポーツ少年団 

八軒西サッカースポーツ少年団 

西園サッカースポーツ少年団 

共栄サッカースポーツ少年団 

手稲山口メッツスポーツ少年団 

少林寺拳法札幌手稲スポーツ少年団 

北野台サッカースポーツ少年団 

清田南サッカースポーツ少年団 

清田三里塚サッカースポーツ少年団 

里塚イーグルススポーツ少年団 

札幌清田緑ミニバススポーツ少年団 

東苗穂ジュニアソフトテニススポーツ少年団 

 

【青森県スポーツ少年団】 

戸山西スポーツ少年団 

浜田スポーツ少年団 

筒井スポーツ少年団 

原別スポーツ少年団 

甲田スポーツ少年団 

造道スポーツ少年団 

古川ベースボールスポーツ少年団 

橋本スポーツ少年団 

後潟小スポーツ少年団 

浅虫小学校スポーツ少年団 

沖館スポーツ少年団 

尚道館スポーツ少年団 

新城スポーツ少年団 

大野スポーツ少年団 

泉川スポーツ少年団 

筒井南スポーツ少年団 

三内西スポーツ少年団 

小柳スポーツ少年団 

横内スポーツ少年団 

堤スポーツ少年団 

三内スポーツ少年団 

浜館スポーツ少年団 

青森 FC スポーツ少年団 

野内ヤンキーススポーツ少年団 

新城中央小スポーツ少年団 

合浦スポーツ少年団 

青森市少年ラグビースクールスポーツ少年団 

千刈スポーツ少年団 

金沢小スポーツ少年団 

福田サッカースポーツ少年団 

油川スポーツ少年団 

安田ヤンヤンスポーツ少年団 

浦町スポーツ少年団 

千刈フットボールクラブスポーツ少年団 

メガスターズスポーツ少年団 
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浪岡北スポーツ少年団 

浪岡南スポーツ少年団 

堀越マックススポーツ少年団 

第三大成ミニバスケットボールスポーツ少年団 

弘前大学教育学部附属野球スポーツ少年団 

時敏レッドデビルズスポーツ少年団 

千年ミニバスケットボールスポーツ少年団 

自得スポーツ少年団 

文京グレートドラゴンズスポーツ少年団 

三和サムライ BBC スポーツ少年団 

石川スポーツ少年団 

城西スポーツ少年団 

新和スポーツ少年団 

青柳スポーツ少年団 

小友スポーツ少年団 

高杉ブルーブレイズ BBC スポーツ少年団 

弘前ラグビースクールスポーツ少年団 

豊田スポーツ少年団 

弘前西スポーツ少年団 

バスティオーネ JFC スポーツ少年団 

和徳ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

小沢スポーツ少年団 

大和沢スポーツ少年団 

修斉スポーツ少年団 

草薙小スポーツ少年団 

千年剣道スポーツ少年団 

弘前致遠野球スポーツ少年団 

弘前スキー倶楽部チビッコレーシングチームスポーツ少年団 

東ウィナーズスポーツ少年団 

松原スポーツ少年団 

三省スポーツ少年団 

北辰レーシングスポーツ少年団 

東目屋スポーツ少年団 

弘前朝陽ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

岩木柔道スポーツ少年団 

岩木スポーツ少年団 

相馬スポーツ少年団 

八戸スポーツ少年団 

図南スポーツ少年団 

中居林小学校スポーツ少年団 

柏崎スポーツ少年団 

青潮スポーツ少年団 

白銀南スポーツ少年団 

鮫スポーツ少年団 

種差スポーツ少年団 

大久喜スポーツ少年団 

江南スポーツ少年団 

田面木スポーツ少年団 

下長スポーツ少年団 

城北スポーツ少年団 

根岸スポーツ少年団 

是川スポーツ少年団 

三条スポーツ少年団 

西園スポーツ少年団 

明治スポーツ少年団 

轟木スポーツ少年団 

多賀スポーツ少年団 

新井田クラブスポーツ少年団 

旭ヶ丘スポーツ少年団 

JEF HACHINOHE FOOTBALL CLUB スポーツ少年団 

八戸少年ラグビースクールスポーツ少年団 

高館少年剣道隊スポーツ少年団 

桔梗野少年剣道隊スポーツ少年団 

一刀塾スポーツ少年団 

市野沢スポーツ少年団 

五所川原柔道スポーツ少年団 

五所川原ジュニアスポーツ少年団 

中央クラブスポーツ少年団 

いずみスポーツ少年団 

五所川原野球スポーツ少年団 

五所川原ミニバスケットスポーツ少年団 

五所川原南ベースボールクラブスポーツ少年団 

五所川原栄スポーツ少年団 

東峰スポーツ少年団 

三好クラブスポーツ少年団 

剛柔舘藤田道場スポーツ少年団 

金木柔道スポーツ少年団 

十和田市剣道スポーツ少年団 
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十和田市柔道スポーツ少年団 

十和田市少林寺拳法スポーツ少年団 

三本木 MBC スポーツ少年団 

十和田南サッカースポーツ少年団 

十和田南ミニバススポーツ少年団 

十和田北園サッカースポーツ少年団 

北園 MBC 女子スポーツ少年団 

ヴェルナールちとせ SCサッカースポーツ少年団 

十和田西スポーツ少年団 

十和田南野球スポーツ少年団 

三本木少年野球スポーツ少年団 

少年野球団ホワイトペガサススポーツ少年団 

十和田東スポーツ少年団 

東少年野球スポーツ少年団 

藤坂エンゼルススポーツ少年団 

十和田西サッカースポーツ少年団 

北園野球スポーツ少年団 

藤坂サッカースポーツ少年団 

大深内ギャロップススポーツ少年団 

藤坂 MBC スポーツ少年団 

十和田乗馬スポーツ少年団 

法奥スポーツ少年団 

イーストウッド FCスポーツ少年団 

沢田っ子スポーツ少年団 

三沢柔道スポーツ少年団 

岡三沢ミニバススポーツ少年団 

古間木スポーツ少年団 

岡三沢卓球スポーツ少年団 

岡三沢ホッケースポーツ少年団 

岡三沢 BBC スポーツ少年団 

木崎野ライオンズスポーツ少年団 

三沢小ジャイアンツクラブスポーツ少年団 

レオニーノ木崎野 FC スポーツ少年団 

三沢市剣道スポーツ少年団 

はまなすクラブスポーツ少年団 

上久保 SCドルフィンズスポーツ少年団 

黒石東スポーツ少年団 

第一田名部小学校スポーツ少年団 

苫生スポーツ少年団 

苫生ジュニアスポーツ少年団 

おおみなとスポーツ少年団 

むつ北心館スポーツ少年団 

むつ少年柔道教室スポーツ少年団 

川内スポーツ少年団 

広岡スポーツ少年団 

瑞穂スポーツ少年団 

向陽スポーツ少年団 

牛潟スポーツ少年団 

森田スポーツ少年団 

車力柔道スポーツ少年団 

竹館スポーツ少年団 

柏木スポーツ少年団 

小和森スポーツ少年団 

尾上サッカークラブスポーツ少年団 

蟹田スポーツ少年団 

今別町フェンシングスポーツ少年団 

深浦卓球倶楽部スポーツ少年団 

野辺地剣道スポーツ少年団 

野辺地町卓球スポーツ少年団 

野辺地サッカースポーツ少年団 

野辺地体操スポーツ少年団 

野辺地町柔道スポーツ少年団 

天間西野球スポーツ少年団 

天間西ソフトボールスポーツ少年団 

天間西陸上スポーツ少年団 

天間西卓球スポーツ少年団 

三戸陸上スポーツ少年団 

三戸レッドソックススポーツ少年団 

三戸サッカークラブスポーツ少年団 

五戸サンフレンズスポーツ少年団 

豊間内小学校スポーツ少年団 

五戸すずかけスポーツ少年団 

グラシアジュニア五戸スポーツ少年団 

五戸ひばりスポーツ少年団 

福地小スポーツ少年団 

小阿弥スポーツ少年団 

板柳北スポーツ少年団 

板柳南スポーツ少年団 
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大間町剣道スポーツ少年団 

大間誠心館スポーツ少年団 

奥戸卓球スポーツ少年団 

奥戸マリンズスポーツ少年団 

大間ドルフィンズ野球スポーツ少年団 

大間ブルードルフィンズミニバスケスポーツ少年団 

六戸スポーツ少年団 

上郷スポーツ少年団 

藤崎町柔道スポーツ少年団 

道仏小スポーツ少年団 

小舟渡スポーツ少年団 

赤保内スポーツ少年団 

大鰐町スポーツ少年団 

平内柔道スポーツ少年団 

小湊スポーツ少年団 

平内東スポーツ少年団 

ひらない卓球スポーツ少年団 

平内剣心会スポーツ少年団 

小湊ミニバスケットボールスポーツ少年団 

胡桃舘野球スポーツ少年団 

鶴田小スポーツ少年団 

菖蒲川スポーツ少年団 

梅沢クラブスポーツ少年団 

西海小スポーツ少年団 

鰺ヶ沢舞戸スポーツ少年団 

千曳スポーツ少年団 

東北町柔道スポーツ少年団 

甲地陸上スポーツ少年団 

蛯沢クラブスポーツ少年団 

東北町剣道スポーツ少年団 

東北第一スポーツ少年団 

上北ミニバススポーツ少年団 

小泊小学校スポーツ少年団 

百石スポーツ少年団 

甲洋スポーツ少年団 

木内々スポーツ少年団 

光田寺サッカースポーツ少年団 

田舎館ミニバススポーツ少年団 

千歳平カウボーイズスポーツ少年団 

泊スポーツ少年団 

尾駮ひばりさわやかスポーツクラブスポーツ少年団 

佐井村野球スポーツ少年団 

蓬田村スポーツ少年団 

戸来スポーツ少年団 

 

【岩手県スポーツ少年団】 

厨川ファイターズスポーツ少年団 

月が丘ビクトリースポーツ少年団 

城南スポーツ少年団 

城北野球スポーツ少年団 

羽場ドリームスポーツ少年団 

仙北ゼブラ野球スポーツ少年団 

桜城野球スポーツ少年団 

見前タイガーススポーツ少年団 

松園イーグルススポーツ少年団 

河北ベアーズスポーツ少年団 

松園ジャガーススポーツ少年団 

みたけなぎなたスポーツ少年団 

観武会スポーツ少年団 

大新道場スポーツ少年団 

飯岡研心剣道スポーツ少年団 

山岸剣道スポーツ少年団 

手代森アップルズスポーツ少年団 

不動会スポーツ少年団 

MIRUMAE.FC.U-12 スポーツ少年団 

ドラムスケーティングスポーツ少年団 

正修館スポーツ少年団 

湯本剣道スポーツ少年団 

高木小路スポーツ少年団 

花巻少年剣友会スポーツ少年団 

花巻柔道スポーツ少年団 

晨武館スポーツ少年団 

島スポーツ少年団 

北上修練館柔道スポーツ少年団 

岩崎鬼剣舞スポーツ少年団 

和賀西スポーツ少年団 

北上剣道スポーツ少年団 

北上市バドミントンスポーツ少年団 
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江釣子柔道スポーツ少年団 

北上中学校ソフトボールスポーツ少年団 

笠松スポーツ少年団 

北上中野球スポーツ少年団 

東陵 Jr スポーツ少年団 

和賀東中バスケットボールスポーツ少年団 

北上中バスケットボールスポーツ少年団 

北上スキースポーツ少年団 

飯豊 MAX 少年野球スポーツ少年団 

北上中バレーボールスポーツ少年団 

黒沢尻東野球スポーツ少年団 

相去野球スポーツ少年団 

黒沢尻東サッカースポーツ少年団 

黒沢尻北スポーツ少年団 

黒沢尻北ミニバスケットボールスポーツ少年団 

江釣子ジュニアスポーツ少年団 

上野中学校女子バスケットボールスポーツ少年団 

黒東ミニバスケットボールスポーツ少年団 

北北バスケットボールスポーツ少年団 

黒西ミニバスケットボールスポーツ少年団 

上野野球スポーツ少年団 

鬼柳スポーツ少年団 

飛勢サッカースポーツ少年団 

黒北サッカースポーツ少年団 

北上北中野球スポーツ少年団 

飛勢野球スポーツ少年団 

北上飯豊 FC スポーツ少年団 

和賀巌身会スポーツ少年団 

北上大堤サッカースポーツ少年団 

更木野球スポーツ少年団 

和賀東中学校ソフトボールスポーツ少年団 

東中田野球スポーツ少年団 

中里スポーツ少年団 

厳美スポーツ少年団 

三関柔道クラブスポーツ少年団 

若松クラブスポーツ少年団 

藤沢剣道スポーツ少年団 

永井第一スポーツ少年団 

涌津スポーツ少年団 

油島スポーツ少年団 

花泉スポーツ少年団 

老松スポーツ少年団 

日形スポーツ少年団 

金沢スポーツ少年団 

花泉町柔道スポーツ少年団 

千厩町柔道スポーツ少年団 

清田スポーツ少年団 

千厩愛宕剣道スポーツ少年団 

千厩少年野球クラブスポーツ少年団 

千厩ソフトボールクラブスポーツ少年団 

千厩ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

小梨野球スポーツ少年団 

小梨ソフトボールスポーツ少年団 

小梨桜町剣道スポーツ少年団 

奥玉野球スポーツ少年団 

奥玉ソフトボールスポーツ少年団 

磐清水スポーツ少年団 

室根柔道スポーツ少年団 

折壁剣道スポーツ少年団 

高田野球スポーツ少年団 

気仙リバース ST スポーツ少年団 

広田町野球スポーツ少年団 

小友町バレーボールスポーツ少年団 

末崎地区青少年剣道育成協議会スポーツ少年団 

大船渡北野球スポーツ少年団 

さかり卓球スポーツ少年団 

蛸ノ浦スポーツ少年団 

赤崎野球スポーツ少年団 

立根野球スポーツ少年団 

末崎野球スポーツ少年団 

大船渡柔道スポーツ少年団 

さかり野球スポーツ少年団 

猪川バレーボールスポーツ少年団 

大船渡市スキースポーツ少年団 

日頃市野球スポーツ少年団 

大船渡三陸 FCシーガルスポーツ少年団 

大船渡野球スポーツ少年団 

越喜来野球スポーツ少年団 
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綾里はまっこスポーツ少年団 

おきらいバレーボールスポーツ少年団 

鵜住居野球スポーツ少年団 

大畑空手スポーツ少年団 

かっしジャイアンツ野球スポーツ少年団 

FC 釜石スポーツ少年団 

釜石ラグビースポーツ少年団 

栗林ゼブラ野球スポーツ少年団 

栗林ラビースポーツ少年団 

小佐野クラウンスポーツ少年団 

小佐野ミニバスケットボール 

白浜スポーツ少年団 

唐丹野球スポーツ少年団 

白山スポーツ少年団 

浜っ子スポーツ少年団 

日向ライナーズスポーツ少年団 

平田野球スポーツ少年団 

青笹野球スポーツ少年団 

上郷野球スポーツ少年団 

鱒沢スポーツ少年団 

上郷空手道スポーツ少年団 

遠野剣道スポーツ少年団 

久慈湊オリオンズスポーツ少年団 

久喜黒潮スポーツ少年団 

久慈ソフトテニススポーツ少年団 

高砂スポーツ少年団 

山形剣童会スポーツ少年団 

三船十段記念館柔道スポーツ少年団 

寺里スポーツ少年団 

小久慈プレイヤーズスポーツ少年団 

久慈ファイヤーズスポーツ少年団 

北竜ジャイアンツスポーツ少年団 

久慈ミニバスケットボールスポーツ少年団 

久慈少年野球クラブスポーツ少年団 

侍浜スポーツ少年団 

八幡平市剣道スポーツ少年団 

大更サッカースポーツ少年団 

大更野球スポーツ少年団 

田頭野球スポーツ少年団 

田頭バレースポーツ少年団 

寺田野球スポーツ少年団 

田山スポーツ少年団 

松野スポーツ少年団 

寄木スポーツ少年団 

柏台スポーツ少年団 

安代ソフトテニススポーツ少年団 

羽田剣道スポーツ少年団 

ときわ剣道スポーツ少年団 

真城剣道スポーツ少年団 

飛鷹ミニバスケットスポーツ少年団 

水沢南少年野球団スポーツ少年団 

常盤スポーツ少年団 

姉体スポーツ少年団 

SS スポーツ少年団 

田原スポーツ少年団 

沼宮内柔道スポーツ少年団 

沼宮内剣道スポーツ少年団 

浮島スポーツ少年団 

岩瀬張卓球スポーツ少年団 

葛巻タイガーススポーツ少年団 

五日市メッツスポーツ少年団 

葛巻サッカースポーツ少年団 

小屋瀬スポーツ少年団 

葛巻スポーツ少年団 

雫石町サッカースポーツ少年団 

南畑スキーAスポーツ少年団 

西根小学校相撲スポーツ少年団 

西根小学校スキースポーツ少年団 

矢巾卓球スポーツ少年団 

佐和道場スポーツ少年団 

大沢野球スポーツ少年団 

豊間根野球スポーツ少年団 

豊間根ミニバスケットボールスポーツ少年団 

山田空手道スポーツ少年団 

斉心館山田剣道スポーツ少年団 

斉心館船越剣道スポーツ少年団 

山田レスリングクラブスポーツ少年団 

岩泉サッカースポーツ少年団 
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岩泉バレーボールスポーツ少年団 

小本スポーツ少年団 

岩泉剣道スポーツ少年団 

軽米雁舞館スポーツ少年団 

山内卓球スポーツ少年団 

軽米中野球スポーツ少年団 

軽米ソフトテニススポーツ少年団 

奥中山高原スポーツ少年団 

小鳥谷五月館剣道スポーツ少年団 

一戸剣道スポーツ少年団 

一戸町柔道スポーツ少年団 

一戸野球スポーツ少年団 

鵜飼サッカークラブスポーツ少年団 

滝沢村柔道スポーツ少年団 

滝沢ミニバスケットボールスポーツ少年団 

川前スポーツ少年団 

巣子野球スポーツ少年団 

滝沢村剣道スポーツ少年団 

滝沢村なぎなたスポーツ少年団 

竹の子スポーツ少年団 

滝二中女子バスケットボールスポーツ少年団 

一本木バレーボールスポーツ少年団 

やまびこなぎなたスポーツ少年団 

巣子スピードスケートスポーツ少年団 

 

【宮城県スポーツ少年団】 

住吉台フェニックススポーツ少年団 

つばめ沢スポーツ少年団 

北六サッカースポーツ少年団 

金剛沢サッカースポーツ少年団 

岩切少年野球クラブスポーツ少年団 

上杉サッカースポーツ少年団 

宮城野チームダンク B.B スポーツ少年団 

高森シスターズスポーツ少年団 

四郎丸サッカースポーツ少年団 

立町少年野球クラブスポーツ少年団 

向陽台空手道クラブスポーツ少年団 

やぎやまサッカースポーツ少年団 

泉ヶ丘ヤングイーグルススポーツ少年団 

仙台原町サッカースポーツ少年団 

泉柔道スポーツ少年団 

東仙台剣道スポーツ少年団 

上野山サッカースポーツ少年団 

大沢野球スポーツ少年団 

長町ミニバスケットボール同好会スポーツ少年団 

寺岡男子ミニバススポーツ少年団 

いずみスカイヤーズスポーツ少年団 

泉中山ドリームズスポーツ少年団 

寺岡ミニバスケットボール同好会スポーツ少年団 

S･K（七郷・蒲町）サッカースポーツ少年団 

八本松スポーツ少年団 

片平バスケットボールスポーツ少年団 

八乙女小少年野球クラブスポーツ少年団 

レインボースターズスポーツ少年団 

松森ミニバスケットボール同好会スポーツ少年団 

西多賀バレーボールスポーツ少年団 

茂庭台ライオンズスポーツ少年団 

高砂サッカースポーツ少年団 

石巻市陸上スポーツ少年団 

稲井陸上スポーツ少年団 

蛇田 FC スポーツ少年団 

石巻山下サンファンスポーツ少年団 

湊サッカースポーツ少年団 

門脇サッカースポーツ少年団 

鹿妻サッカースポーツ少年団 

開北フットボールクラブスポーツ少年団 

渡波サッカースポーツ少年団 

VEXTαスポーツ少年団 

湊中学校バスケットボールスポーツ少年団 

釜小ヤンキーススポーツ少年団 

門小ガッツスポーツ少年団 

稲井マックス野球スポーツ少年団 

開北小オークス野球スポーツ少年団 

山下ビッグバーンズスポーツ少年団 

渡波ジュニア野球スポーツ少年団 

蛇田イーグルススポーツ少年団 

渡波柔道スポーツ少年団 

石巻中里柔道スポーツ少年団 
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石巻みなと柔道スポーツ少年団 

稲井剣道スポーツ少年団 

正心学館剣道スポーツ少年団 

護国館剣道スポーツ少年団 

一心堂剣道スポーツ少年団 

蛇田剣道スポーツ少年団 

湯殿山剣道スポーツ少年団 

石巻和道会空手道スポーツ少年団 

石巻市空手道スポーツ少年団 

河北陸上スポーツ少年団 

飯一小かしわスポーツ少年団 

飯二小杉の子クラブスポーツ少年団 

大谷地野球スポーツ少年団 

河北剣道スポーツ少年団 

河北・空手スポーツ少年団 

サイクロンベースボールクラブ 

雄勝剣道スポーツ少年団 

広渕サッカースポーツ少年団 

広渕クラブスポーツ少年団 

前谷地小笠松クラブスポーツ少年団 

鹿又クラブスポーツ少年団 

須江小クラブスポーツ少年団 

北小フェニックススポーツ少年団 

北村剣道スポーツ少年団 

前谷地剣道スポーツ少年団 

鹿又剣道スポーツ少年団 

広渕剣道スポーツ少年団 

須江剣道スポーツ少年団 

河南西中剣道スポーツ少年団 

河南東中剣道部スポーツ少年団 

河南躰道スポーツ少年団 

中津山ツイスターズスポーツ少年団 

桃生アスレチックススポーツ少年団 

桃生剣道スポーツ少年団 

北上ウィナーズスポーツ少年団 

北上町剣道スポーツ少年団 

大原剣道会スポーツ少年団 

田尻卓球スポーツ少年団 

田尻柔道スポーツ少年団 

沼部イーグルススポーツ少年団 

古小タイガーススポーツ少年団 

古川剣道スポーツ少年団 

敷玉パイレーツスポーツ少年団 

三本木ファイターズスポーツ少年団 

三本木館山剣道スポーツ少年団 

三本木小学校男子バレーボールスポーツ少年団 

三本木小学校女子バレーボールスポーツ少年団 

岩出山少年柔道スポーツ少年団 

岩出山女子バスケットスポーツ少年団 

浜市小フェニックススポーツ少年団 

鳴瀬柔道スポーツ少年団 

東松島市躰道スポーツ少年団 

東松島市剣道スポーツ少年団 

矢本空手道スポーツ少年団 

矢本バレーボールスポーツ少年団 

矢本柔道スポーツ少年団 

野蒜小野球スポーツ少年団 

鳴瀬空手道スポーツ少年団 

赤井南スターズスポーツ少年団 

船迫小フェザンツスポーツ少年団 

船小イーグルススポーツ少年団 

槻木 FC スポーツ少年団 

柴田ガルソン野球スポーツ少年団 

船迫チェリーズバレーボールスポーツ少年団 

柴田町空手道スポーツ少年団 

柴田剣友会スポーツ少年団 

柴田サニーズスポーツ少年団 

船岡ホワイトサンダ-ズスポーツ少年団 

柴田町ラグビースクールスポーツ少年団 

槻木空手道スポーツ少年団 

さくらミニバスケットクラブスポーツ少年団 

船迫 FC スポーツ少年団 

にしずみスポーツ少年団 

秀練会拳聖空手船迫スポーツ少年団 

槻木バスケットボールスポーツ少年団 

色麻小あたごクラブスポーツ少年団 

笠松スポーツ少年団 

ブライトリーFC スポーツ少年団 
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色麻町柔道協会少年部スポーツ少年団 

多賀城市空手道スポーツ少年団 

山王小ファイターズスポーツ少年団 

少年柔道真武会スポーツ少年団 

大衡村剣道スポーツ少年団 

大衡やまなみ女子バレーボールスポーツ少年団 

大衡やまなみ男子バレーボールスポーツ少年団 

富谷ストロングスポーツ少年団 

岩沼市空手道スポーツ少年団 

岩沼少年剣道錬成会スポーツ少年団 

マリソル松島ジュニアスポーツ少年団 

マリソル松島ジュニアユーススポーツ少年団 

松島町水泳スポーツ少年団 

松島町剣道スポーツ少年団 

松島ヴィクトリースポーツ少年団 

高城少年野球スポーツ少年団 

磯崎少年野球スポーツ少年団 

松二小少年野球スポーツ少年団 

松島町中学校野球スポーツ少年団 

唐桑町剣道スポーツ少年団 

気仙沼柔道スポーツ少年団 

鹿折剣道スポーツ少年団 

唐桑リトルヤンキーススポーツ少年団 

鹿折少年ラグビースクールスポーツ少年団 

南気仙沼少年剣道会スポーツ少年団 

鹿折空手道スポーツ少年団 

気仙沼バドミントンスポーツ少年団 

中井スポーツクラブスポーツ少年団 

松岩空手道スポーツ少年団 

鹿折フットボールクラブスポーツ少年団 

気仙沼空手道スポーツ少年団 

日本拳法スポーツ少年団 

階上バドミントンスポーツ少年団 

気仙沼合気道スポーツ少年団 

面瀬バレーボールスポーツ少年団 

気仙沼バレーボールスポーツ少年団 

松岩バレーボールスポーツ少年団 

亘理がぎゅうラグビースポーツ少年団 

吉田サッカースポーツ少年団 

亘理町少年剣道錬成会スポーツ少年団 

不動堂剣道スポーツ少年団 

小牛田卓球スポーツ少年団 

小牛田フレッシュファイヤーズスポーツ少年団 

南郷少年剣道菊剣会スポーツ少年団 

アカシアバレーボールスポーツ少年団 

美里バレーボールクラブスポーツ少年団 

小牛田サッカースポーツ少年団 

不動堂ブレーブススポーツ少年団 

美里レッドバッファローズスポーツ少年団 

小泉サッカースポーツ少年団 

FC バリエンテ本吉スポーツ少年団 

FC 大谷スポーツ少年団 

津谷小ファイターズスポーツ少年団 

大谷小ビッグウェーブスポーツ少年団 

馬籠小ロビンズスポーツ少年団 

大谷バレースポーツ少年団 

本吉剣友会スポーツ少年団 

迫町柔道スポーツ少年団 

登米町野球スポーツ少年団 

登米町剣道スポーツ少年団 

登米町バレーボールスポーツ少年団 

登米町サッカースポーツ少年団 

登米町バスケットボールスポーツ少年団 

米谷タイガーススポーツ少年団 

米谷剣道東武館道場スポーツ少年団 

東和ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

錦小ホエールズスポーツ少年団 

米川ジャイアンツスポーツ少年団 

米川バンビーズスポーツ少年団 

米川剣道スポーツ少年団 

東和中剣道スポーツ少年団 

東和中野球部スポーツ少年団 

豊里柔道クラブスポーツ少年団 

豊里小スカイホークススポーツ少年団 

中津山ブレーブススポーツ少年団 

石越空手道スポーツ少年団 

石越町サッカースポーツ少年団 

西郷ライオンズスポーツ少年団 
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南方剣道（南武館）スポーツ少年団 

南方ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

南方バリキーズスポーツ少年団 

南方柔道スポーツ少年団 

南方サッカースポーツ少年団 

南方バレーボールスポーツ少年団 

南方中野球スポーツ少年団 

FC みらい 2002 スポーツ少年団 

錬友会柔道スポーツ少年団 

七ヶ浜ヤンキーススポーツ少年団 

汐見サンライズスポーツ少年団 

七ヶ浜サッカークラブジュニアスポーツ少年団 

汐見ミニバスケットボールスポーツ少年団 

七ヶ浜町空手スポーツ少年団 

七ヶ浜剣道スポーツ少年団 

七ヶ浜柔道スポーツ少年団 

七ヶ浜パイレーツスポーツ少年団 

中新田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

小野田エンジェルススポーツ少年団 

宮崎リトル山王スポーツ少年団 

中新田器械体操スポーツ少年団 

中新田卓球スポーツ少年団 

中新田ベースボールクラブスポーツ少年団 

なるせ Gウイングススポーツ少年団 

加美北雄舘スポーツ少年団 

日本空手協会加美支部スポーツ少年団 

小野田中サッカークラブスポーツ少年団 

小野田中バレーボールクラブスポーツ少年団 

小野田少年少女剣友会スポーツ少年団 

小野田中剣道親和会スポーツ少年団 

賀美石あけぼのフレンズスポーツ少年団 

東北卓球 C&C スポーツ少年団 

川崎柔道スポーツ少年団 

川崎町少年剣道スポーツ少年団 

白石三省塾柔道スポーツ少年団 

白石サンダーズスポーツ少年団 

白石サッカースポーツ少年団 

福岡少年野球クラブスポーツ少年団 

青麻少年野球クラブスポーツ少年団 

大平レインボースポーツ少年団 

大平サッカークラブスポーツ少年団 

白石少年野球クラブスポーツ少年団 

白石空手道スポーツ少年団 

白石ソフトテニススポーツ少年団 

白川少年野球クラブスポーツ少年団 

斎川空手道スポーツ少年団 

越河少年野球クラブスポーツ少年団 

 

【秋田県スポーツ少年団】 

保戸野サッカースポーツ少年団 

明徳男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

築山バレースポーツ少年団 

旭北男子バスケットボールスポーツ少年団 

中通バレーボールスポーツ少年団 

旭南ミニバスケットボールスポーツ少年団 

川尻剣道スポーツ少年団 

旭川サッカースポーツ少年団 

港北小剣道スポーツ少年団 

港北女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

高清水ラグビースポーツ少年団 

広面野球スポーツ少年団 

日新男子バスケットボールスポーツ少年団 

日新体操スポーツ少年団 

勝平野球スポーツ少年団 

外旭川男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

飯島少年剣道スポーツ少年団 

飯島男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

下新城野球スポーツ少年団 

下新城小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

浜田野球スポーツ少年団 

仁井田野球スポーツ少年団 

上北手ミニバスケットボールスポーツ少年団 

下北手女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

秋田泉サッカースポーツ少年団 

大住バレーボールスポーツ少年団 

大住女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

少林寺拳法秋田山王スポーツ少年団 

秋田市エコー少年ラグビークラブスポーツ少年団 
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河辺柔道スポーツ少年団 

能代渟城剣道スポーツ少年団 

能代弘道館柔道スポーツ少年団 

青雲柔道スポーツ少年団 

今立道場柔道スポーツ少年団 

能代バレーボール女子スポーツ少年団 

常盤小学校スポーツ少年団 

崇徳スポーツ少年団 

二ツ井 BBC スポーツ少年団 

田根森小野球スポーツ少年団 

阿気小野球スポーツ少年団 

大雄剣道スポーツ少年団 

大雄ジュニアレーシングスポーツ少年団 

釈迦内スポーツ少年団 

大館市剣道スポーツ少年団 

大館柔道スポーツ少年団 

大館スキースポーツ少年団 

大館少年ラグビースクールスポーツ少年団 

矢立総合スポーツ少年団 

大館市トランポリンスポーツ少年団 

大館サッカースポーツ少年団 

大館卓球スポーツ少年団 

比内町トランポリンスポーツ少年団 

東由利野球スポーツ少年団 

岩谷野球スポーツ少年団 

岩谷バレースポーツ少年団 

岩谷女子バスケットスポーツ少年団 

下川大内女子バスケットスポーツ少年団 

岩谷剣道スポーツ少年団 

下川大内卓球スポーツ少年団 

下川大内野球スポーツ少年団 

上川大内野球スポーツ少年団 

矢島剣道スポーツ少年団 

矢島野球スポーツ少年団 

矢島スキースポーツ少年団 

矢島バレーボールスポーツ少年団 

船川サッカースポーツ少年団 

なまはげ剣道スポーツ少年団 

船川南小ミニバススポーツ少年団 

脇本おいばなラグビースポーツ少年団 

船川第一ミニバスケットボールスポーツ少年団 

船越小野球スポーツ少年団 

加藤道場スポーツ少年団 

船越女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

船越フットボールクラブスポーツ少年団 

男鹿杉っ子バレーボールスポーツ少年団 

船一小ラグビースポーツ少年団 

船越男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

湯沢西スポーツ少年団 

大曲ミニバスケットボールスポーツ少年団 

四ツ屋ウィン・スマイルズスポーツ少年団 

内小友シャイニングスターズスポーツ少年団 

少林寺拳法スポーツ少年団 

大曲柔道スポーツ少年団 

大曲レッドファイヤーズサッカースポーツ少年団 

四ツ屋ブルーファイターズスポーツ少年団 

藤木野球スポーツ少年団 

大曲スキースポーツ少年団 

大曲空手道スポーツ少年団 

花館シューターズミニバスケットボールスポーツ少年団 

神岡空手道スポーツ少年団 

大仙市刈和野剣道スポーツ少年団 

中仙ラビズミニバスケットボールスポーツ少年団 

清水っ子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

豊川ミラーズスポーツ少年団 

豊岡 VSHOT スポーツ少年団 

太田東ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

太田南ウィングスターズスポーツ少年団 

太田秀心館空手道スポーツ少年団 

仙北柔道スポーツ少年団 

高梨ミラクルズスポーツ少年団 

高梨南風スポーツ少年団 

横堀マイティ・ノーススポーツ少年団 

せんぼく北ビクトリーMBBC スポーツ少年団 

南外野球スポーツ少年団 

東湖ミニバススポーツ少年団 

東湖ブルーブレイブス野球スポーツ少年団 

天王剣道スポーツ少年団 
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天王サッカースポーツ少年団 

天王柔道スポーツ少年団 

天王女子ミニバススポーツ少年団 

天王ヴィクトリーズ野球スポーツ少年団 

出戸剣道スポーツ少年団 

出戸ミニバススポーツ少年団 

出戸野球スポーツ少年団 

出戸浜ラグビースポーツ少年団 

追分剣道スポーツ少年団 

追分フライングラビッツ MBC スポーツ少年団 

追分野球スポーツ少年団 

昭和剣道スポーツ少年団 

飯田川レスリングスポーツ少年団 

飯田川剣道スポーツ少年団 

飯田川野球スポーツ少年団 

飯田川ラグビースクール小等部スポーツ少年団 

飯田川ラグビースクール中等部スポーツ少年団 

平沢野球スポーツ少年団 

仁賀保野球スポーツ少年団 

平沢バレースポーツ少年団 

小出院内バレースポーツ少年団 

平沢バスケットボールスポーツ少年団 

院内ミニバスケットスポーツ少年団 

仁賀保剣道スポーツ少年団 

ニカホ Win-sFC スポーツ少年団 

金浦剣道スポーツ少年団 

金浦野球スポーツ少年団 

金浦柔道スポーツ少年団 

金浦卓球スポーツ少年団 

金浦サッカースポーツ少年団 

金浦バレーボールスポーツ少年団 

象潟剣道スポーツ少年団 

象潟野球スポーツ少年団 

象潟サッカースポーツ少年団 

象潟バスケットボールスポーツ少年団 

上浜野球スポーツ少年団 

上浜バレースポーツ少年団 

上郷野球スポーツ少年団 

象潟バレーボールスポーツ少年団 

上郷バレーボールスポーツ少年団 

八郎潟町野球スポーツ少年団 

八郎潟町バスケットボールスポーツ少年団 

八郎潟町ソフトボールスポーツ少年団 

八郎潟町ソフトテニススポーツ少年団 

八郎潟町剣道スポーツ少年団 

井川スポーツ少年団 

大潟ラグビースポーツ少年団 

大潟小野球スポーツ少年団 

大潟村柔道スポーツ少年団 

大潟女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大潟村剣道スポーツ少年団 

 

【山形県スポーツ少年団】 

こまくさサッカースポーツ少年団 

南沼原サッカースポーツ少年団 

桜田 FC サッカースポーツ少年団 

ふじかげサッカースポーツ少年団 

宮浦サッカースポーツ少年団 

うめばちサッカースポーツ少年団 

あかしあサッカースポーツ少年団 

出羽サッカースポーツ少年団 

明治スポーツ少年団サッカー部 

南小サッカースポーツ少年団FCドラゴン南スポーツ少年団 

山六小サッカースポーツ少年団 

FC 蔵王スポーツ少年団 

鈴川サッカースポーツ少年団 

山一小おもだかサッカースポーツ少年団 

ほなみサッカースポーツ少年団 

みつばちサッカースポーツ少年団 

クローバーFCスポーツ少年団 

滝山サッカースポーツ少年団 

附小みのりサッカースポーツ少年団 

いちょうサッカースポーツ少年団 

すぎのこ FC スポーツ少年団 

千歳スポーツ少年団サッカー部 

鈴川バレーボールスポーツ少年団 

高瀬 JVC スポーツ少年団 

滝山 KG 野球スポーツ少年団 
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桜田小ファイターズ野球スポーツ少年団 

ほなみスポーツ少年団野球部 

鈴川野球スポーツ少年団 

南山形 YTリトルスポーツ少年団 

高瀬野球スポーツ少年団 

山七小ブラックタイガーススポーツ少年団 

東小ミニバスケットボールスポーツ少年団 

杉の子剣友会スポーツ少年団 

いちょう少年剣士会スポーツ少年団 

山十小クローバー剣士会スポーツ少年団 

鈴川剣友スポーツ少年団 

鈴川柔道スポーツ少年団 

南部シャトルスポーツ少年団 

上山剣道スポーツ少年団 

上山アルペンスポーツ少年団 

宮生スポーツ少年団 

黒田道場スポーツ少年団 

上山こまくさスポーツ少年団 

西一サッカースポーツ少年団 

上山南サッカースポーツ少年団 

上山けやきミニバスケットスポーツ少年団 

月岡ミニバスケットスポーツ少年団 

上山ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

剛柔護身遊心会空手スポーツ少年団 

月岡アローズスポーツ少年団 

上山ドラゴンズスポーツ少年団 

上山市トランポリンスポーツ少年団 

空手道一心塾スポーツ少年団 

上山市体操スポーツ少年団 

鶴陵剣道スポーツ少年団 

こづるバレーボールスポーツ少年団 

山辺柔道スポーツ少年団 

山辺ミニバスケットボールスポーツ少年団 

山辺野球スポーツ少年団 

山辺ソフトテニススポーツ少年団 

相模バレーボールスポーツ少年団 

作谷沢テニススポーツ少年団 

中山ジュニア野球スポーツ少年団 

中山バスケットボールスポーツ少年団 

中山剣道スポーツ少年団 

中山柔道スポーツ少年団 

陵武会柔道スポーツ少年団 

寒南剣道スポーツ少年団 

しばはしマリナーズスポーツ少年団 

寒南ガッツスポーツ少年団 

寒河江中部小ベースキングスポーツ少年団 

寒小スラッガーズスポーツ少年団 

白岩スポーツ少年団 

高松イーグルススポーツ少年団 

にしね少年野球スポーツ少年団 

三泉キングベアーズスポーツ少年団 

河北卓球スポーツ少年団 

河北剣道スポーツ少年団 

河北 FC スポーツ少年団 

河北柔道スポーツ少年団 

河北ドラゴンタイガーススポーツ少年団 

溝延地区卓球スポーツ少年団 

河北ジュニア卓球スポーツ少年団 

谷地西部 T･B スポーツ少年団 

河北ジャイアンツスポーツ少年団 

谷地南部地区卓球スポーツ少年団 

河北町溝延野球スポーツ少年団 

谷地南部ミニバスケットボールスポーツ少年団 

河北ミニバスケットボールスポーツ少年団 

栄光スポーツ少年団 

月山スキースポーツ少年団 

西川ジュニアライオンズ野球スポーツ少年団 

大江レッドタイガーススポーツ少年団 

西郷野球スポーツ少年団 

冨本ジュニアアニマルズスポーツ少年団 

楯岡中学校野球部スポーツ少年団 

楯岡剣道スポーツ少年団 

西郷剣道スポーツ少年団 

大倉スポーツ少年団 

村山柔道スポーツ少年団 

袖崎柔道スポーツ少年団 

楯岡ミニバスケットボールスポーツ少年団 

葉山ミニバスケットボールスポーツ少年団 
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葉山バレーボールスポーツ少年団 

大久保野球スポーツ少年団 

戸沢スポーツ少年団 

村山河西柔道スポーツ少年団 

葉山剣道スポーツ少年団 

楯岡サッカースポーツ少年団 

神町下ニューリッチベースボールクラブスポーツ少年団 

東根ビッググロースポーツ少年団 

大富剣道教室スポーツ少年団 

神町剣道スポーツ少年団 

福原スキースポーツ少年団 

尾花沢小学校野球スポーツ少年団 

おもたか柔道スポーツ少年団 

おもたか剣道スポーツ少年団 

常盤スポーツ少年団 

明徳エラーズスポーツ少年団 

尾花沢剣道スポーツ少年団 

鶴子スキースポーツ少年団 

上柳スキースポーツ少年団 

ホワイトフォックスミニバスケットボールスポーツ少年団 

尾花沢アルペンスポーツ少年団 

玉野スキースポーツ少年団 

尾花沢クロスカントリースキースポーツ少年団 

高橋スポーツ少年団 

大石田 JSC スポーツ少年団 

大石田キンダーズスポーツ少年団 

大石田誠剣友会スポーツ少年団 

大石田柔道スポーツ少年団 

沼田バドミントンスポーツ少年団 

日新バドミントンスポーツ少年団 

泉田サッカースポーツ少年団 

日新柔道スポーツ少年団 

日新サッカースポーツ少年団 

日新白鳩バレーボールスポーツ少年団 

新庄バリエンテフットボールクラブスポーツ少年団 

日新レッドスターズスポーツ少年団 

萩野ミックスビッキーズミニバスケットボールスポーツ少年団 

北辰ドリームボーイズスポーツ少年団 

奥羽ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団 

新庄ビクトリーパワーズスポーツ少年団 

日新ミニバスケットボールスポーツ少年団 

新庄バドミントンスポーツ少年団 

堀端野球スポーツ少年団 

新庄地区柔剣道錬成会スポーツ少年団 

新庄市空手道スポーツ少年団 

新庄リトルラビッツミニバスケットボールスポーツ少年団 

八向スポーツ少年団 

沼田ブルーリトルソルジャーズスポーツ少年団 

新庄ミニバスケットボールスポーツ少年団 

MBS スポーツ少年団 

丹野柔道スポーツ少年団 

金山スポーツ少年団 

明安スキースポーツ少年団 

水森山スキースポーツ少年団 

有屋スキースポーツ少年団 

金山柔道スポーツ少年団 

窪田柔道スポーツ少年団 

東部学童野球スポーツ少年団 

米沢フェニックスサッカースポーツ少年団 

米沢バレーボールスポーツ少年団 

米沢市東部サッカースポーツ少年団 

南原スポーツ少年団 

漆山バスケットボールスポーツ少年団 

漆山ソフトテニススポーツ少年団 

吉野スポーツ少年団 

宮内柔道スポーツ少年団 

沖郷スポーツクラブ沖郷ホープス野球スポーツ少年団 

南陽市空手道スポーツ少年団 

赤湯野球スポーツ少年団 

赤湯柔道スポーツ少年団 

沖郷ミニバスケットボールスポーツ少年団 

沖郷柔道スポーツ少年団 

中川スポーツ少年団 

赤湯ミニバスケットボールスポーツ少年団 

赤湯剣修会スポーツ少年団 

宮内野球スポーツ少年団 

りんごうスポーツ少年団 

宮内バスケットボールスポーツ少年団 
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赤湯サッカースポーツ少年団 

亀岡スポーツ少年団 

若わしスポーツ少年団 

和田スポーツ少年団 

二井宿スポーツ少年団 

糠野目剣道スポーツ少年団 

まほろば尚武剣道スポーツ少年団 

若わし野球クラブスポーツ少年団 

高畠わかくさスポーツ少年団 

屋代地区スポーツ少年団 

松川野球スポーツ少年団 

青葉剣道スポーツ少年団 

小松バレーボールスポーツ少年団 

小松ホッケースポーツ少年団 

川西町空手道スポーツ少年団 

長井小桜剣道スポーツ少年団 

長井スキースポーツ少年団 

長井市中央柔道スポーツ少年団 

致芳サッカースポーツ少年団 

長井市少林寺拳法スポーツ少年団 

豊田サッカースポーツ少年団 

長井バレーボールスポーツ少年団 

長井エルザ野球スポーツ少年団 

平野サッカースポーツ少年団 

長井バドミントンスポーツ少年団 

西根サッカースポーツ少年団 

西根ミニバスケットボールスポーツ少年団 

小国陸上スポーツ少年団 

小国ミニバスケットボールスポーツ少年団 

小国柔道スポーツ少年団 

小国野球スポーツ少年団 

おぐにバレーボールスポーツ少年団 

小国剣道スポーツ少年団 

小国サッカースポーツ少年団 

沖庭スポーツ少年団 

北部スポーツ少年団 

白鷹町水泳スポーツ少年団 

白鷹町柔道スポーツ少年団 

白鷹町空手道スポーツ少年団 

白鷹ジュニアバドミントンスクールスポーツ少年団 

蚕桑スキースポーツ少年団 

フェニックス Jr スポーツ少年団 

鮎貝スキースポーツ少年団 

鮎貝野球スポーツ少年団 

荒砥地区スキースポーツ少年団 

荒砥剣道スポーツ少年団 

白鷹リトルホークス野球スポーツ少年団 

鷹山スキースポーツ少年団 

FC ホークススポーツ少年団 

白鷹西剣道スポーツ少年団 

川東剣道クラブスポーツ少年団 

白鷹バレーボールスポーツ少年団 

若鷹剣道スポーツ少年団 

わかくさ野球スポーツ少年団 

わかくさサッカースポーツ少年団 

わかくさバレーボールスポーツ少年団 

わかくさミニバスケットボールスポーツ少年団 

白椿ソフトボールスポーツ少年団 

西部スポーツ少年団 

飯豊柔道スポーツ少年団 

致道男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

致道サッカースポーツ少年団 

致道野球スポーツ少年団 

致道剣道スポーツ少年団 

致道バレーボールスポーツ少年団 

致道バドミントンスポーツ少年団 

鶴東サッカースポーツ少年団 

鶴東ミニバスケットボールスポーツ少年団 

鶴東 JVC スポーツ少年団 

鶴東剣道スポーツ少年団 

城北サッカースポーツ少年団 

城北バドミントンスポーツ少年団 

城北卓球スポーツ少年団 

城北剣道スポーツ少年団 

城北ミニバスケットボールスポーツ少年団 

城北バレーボールスポーツ少年団 

暘光野球スポーツ少年団 

暘光ミニバスケットボールスポーツ少年団 
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暘光卓球スポーツ少年団 

暘光バレーボールスポーツ少年団 

稲穂サッカースポーツ少年団 

大宝男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大宝寺スターファイブスポーツ少年団 

宝武館剣道スポーツ少年団 

第五学区バレーボールスポーツ少年団 

峰栄野球スポーツ少年団 

峰栄ミニバスケットボールスポーツ少年団 

峰栄サッカースポーツ少年団 

峰栄卓球スポーツ少年団 

峰栄男子バレーボールスポーツ少年団 

鶴岡六学区バドミントンスポーツ少年団 

斎野球スポーツ少年団 

いつきバドミントンスポーツ少年団 

黄金卓球スポーツ少年団 

黄金剣道スポーツ少年団 

湯田川スポーツ少年団 

大泉剣道スポーツ少年団 

大泉ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大泉ホークススポーツ少年団 

京田野球スポーツ少年団 

京田女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

栄バドミントンスポーツ少年団 

田川スポーツ少年団 

上郷スポーツ少年団 

八乙女スポーツ少年団 

スノーエンジェルススキースポーツ少年団 

由良ミニバスケットボールスポーツ少年団 

加茂スポーツ少年団 

加茂バスケットボールスポーツ少年団 

湯野浜サッカースポーツ少年団 

湯野浜女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大山サッカースポーツ少年団 

大山ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大山剣道スポーツ少年団 

大山ジュニア野球スポーツ少年団 

大山バドミントンスポーツ少年団 

西郷サッカースポーツ少年団 

朝暘剣道スポーツ少年団 

朝暘武道館柔道スポーツ少年団 

鶴岡ソフトテニススポーツ少年団 

鶴岡空手道スポーツ少年団 

荘空館空手道スポーツ少年団 

鶴岡和道空手道スポーツ少年団 

藤島剣道スポーツ少年団 

東栄スポーツ少年団 

長沼剣道スポーツ少年団 

遷喬剣道スポーツ少年団 

藤島陸上スポーツ少年団 

遷喬ミニバスケットボールスポーツ少年団 

藤島バレーボールスポーツ少年団 

藤島ミニバスケットボールスポーツ少年団 

羽黒剣道スポーツ少年団 

大東スポーツ少年団 

いずみミニバスケットボールスポーツ少年団 

いづみサッカースポーツ少年団 

広瀬サッカースポーツ少年団 

広瀬ミニバスケットボールスポーツ少年団 

羽黒スキースポーツ少年団 

櫛引剣道スポーツ少年団 

櫛引ミニバスケットボール女子スポーツ少年団 

櫛引体操スポーツ少年団 

櫛引野球スポーツ少年団 

櫛引道場スポーツ少年団 

櫛引中学校男子バレーボールスポーツ少年団 

櫛引中学校女子バレーボールスポーツ少年団 

朝日スキースポーツ少年団 

朝日サッカースポーツ少年団 

朝日ミニバスケットボールスポーツ少年団 

朝日バレーボールスポーツ少年団 

湯殿山スポーツ少年団 

朝日空手道スポーツ少年団 

朝日野球スポーツ少年団 

朝日剣道スポーツ少年団 

温海ヨットスポーツ少年団 

あつみ野球スポーツ少年団 

蓬莱卓球スポーツ少年団 
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鼠ヶ関野球スポーツ少年団 

立川体操スポーツ少年団 

余目卓球スポーツ少年団 

杉の子スポーツ少年団 

立川バドミントンスポーツ少年団 

泉野球スポーツ少年団 

琢成サッカースポーツ少年団 

琢成野球スポーツ少年団 

琢成ミニバスケットボールスポーツ少年団 

琢成卓球スポーツ少年団 

浜田サッカースポーツ少年団 

浜田野球スポーツ少年団 

浜田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

浜田卓球スポーツ少年団 

富士見スポーツ少年団 

亀城サッカースポーツ少年団 

亀城バレーボールスポーツ少年団 

亀城卓球スポーツ少年団 

松原サッカースポーツ少年団 

松原野球スポーツ少年団 

松原剣道スポーツ少年団 

松原卓球スポーツ少年団 

港南スポーツ少年団 

松陵スポーツ少年団 

西荒瀬スポーツ少年団 

新堀野球スポーツ少年団 

新堀ミニバスケットボールスポーツ少年団 

広野スポーツ少年団 

黒森スポーツ少年団 

十坂サッカースポーツ少年団 

十坂ミニバスケットボールスポーツ少年団 

十坂バレーボールスポーツ少年団 

宮野浦サッカースポーツ少年団 

宮野浦野球スポーツ少年団 

宮野浦ミニバスケットボールスポーツ少年団 

宮野浦バレーボールスポーツ少年団 

宮野浦剣道スポーツ少年団 

東平田スポーツ少年団 

中平田スポーツ少年団 

鳥海野球スポーツ少年団 

鳥海ミニバレーボールスポーツ少年団 

南遊佐スポーツ少年団 

アテネ体育教室スポーツ少年団 

酒田ジュニアソフトテニススポーツ少年団 

若浜卓球スポーツ少年団 

若浜サッカースポーツ少年団 

若浜ミニバスケットボールスポーツ少年団 

若浜野球スポーツ少年団 

若浜バレーボールスポーツ少年団 

酒田市柔道スポーツ少年団 

一條サッカースポーツ少年団 

八幡野球スポーツ少年団 

八幡ミニバスケットボールスポーツ少年団 

八幡 RC スポーツ少年団 

一條小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

酒田市空手道スポーツ少年団 

里仁道場スポーツ少年団 

松山剣道スポーツ少年団 

松山サッカースポーツ少年団 

松山野球スポーツ少年団 

松山町スキースポーツ少年団 

内郷・地見興屋コスモ野球スポーツ少年団 

南平田秋真館スポーツ少年団 

南平田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

南平田卓球スポーツ少年団 

平田ジュニアベースボールクラブスポーツ少年団 

十坂野球スポーツ少年団 

十坂剣道スポーツ少年団 

十坂卓球スポーツ少年団 

琢成剣道スポーツ少年団 

亀城ミニバスケットボールスポーツ少年団 

亀城剣道スポーツ少年団 

泉学区ミニバスケットボールスポーツ少年団 

泉バレーボールスポーツ少年団 

泉卓球スポーツ少年団 

新堀剣道スポーツ少年団 

浜中スポーツ少年団 

鳥海剣道スポーツ少年団 
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鳥海卓球スポーツ少年団 

松原ミニバスケットボールスポーツ少年団 

平田ジュニアサッカースポーツ少年団 

大江剣道スポーツ少年団 

 

【福島県スポーツ少年団】 

福島東部スポーツ少年団 

湯野バレーボールスポーツ少年団 

福島ジュニアソフトテニスクラブスポーツ少年団 

渡利ミニバスケットスポーツ少年団 

福島市空手道スポーツ少年団 

松川サッカースポーツ少年団 

矢野目バレーボールクラブスポーツ少年団 

岡山バレーボールスポーツ少年団 

庭坂ソフトボールスポーツ少年団 

金谷川ミニバスケットボールスポーツ少年団 

野田スポーツ少年団 

松川柔道スポーツ少年団 

笹谷剣友会スポーツ少年団 

鳥川サッカースポーツ少年団 

福島市中野地区スポーツ少年団 

清水スポーツ少年団 

蓬莱ミニバスケットボールスポーツ少年団 

二本松スキースポーツ少年団 

二本松北フットボールスポーツ少年団 

二本松柔道スポーツ少年団 

油井スポーツ少年団 

川崎スポーツ少年団 

小泉スポーツ少年団 

郡山剣道スポーツ少年団 

郡山スキースポーツ少年団 

芳賀ソフトボールスポーツ少年団 

開成ソフトボールスポーツ少年団 

富久山町剣道スポーツ少年団 

柴宮ソフトボールスポーツ少年団 

開成サッカースポーツ少年団 

行徳ソフトボールスポーツ少年団 

富田ソフトボールスポーツ少年団 

富田東ソフトボールスポーツ少年団 

富田野球スポーツ少年団 

柴宮サッカースポーツ少年団 

片平スポーツ少年団 

安積第三サッカースポーツ少年団 

小山田ソフトボールスポーツ少年団 

芳賀ミニバスケットボールスポーツ少年団 

小山田富西ミニバスケットボールスポーツ少年団 

富久山卓球スポーツ少年団 

大槻バレーボールスポーツ少年団 

河東町スポーツ少年団 

城西スキースポーツ少年団 

東山スイミングスポーツ少年団 

会津なぎなたスポーツ少年団 

北会津剣道スポーツ少年団 

磐梯町ソフトボールスポーツ少年団 

大谷スポーツ少年団 

勝常スポーツ少年団（男子） 

勝常スポーツ少年団（女子） 

笈川スポーツ少年団 

喜多方柔道スポーツ少年団 

喜多方剣道スポーツ少年団 

塩川剣道スポーツ少年団 

山都剣道スポーツ少年団 

高郷剣道スポーツ少年団 

喜多方野球スポーツ少年団 

塩川ブルーファイアーズスポーツ少年団 

熱塩加納スキースポーツ少年団 

喜多方バレーボールスポーツ少年団 

塩川ビクトリーバレーボールスポーツ少年団 

しきみソフトボールスポーツ少年団 

ほおの木ソフトボールスポーツ少年団 

上三宮ソフトボールスポーツ少年団 

岩月ソフトボールスポーツ少年団 

関柴ソフトボールスポーツ少年団 

喜多方第一バスケットボールスポーツ少年団 

喜多方第二バスケットボールスポーツ少年団 

塩川バスケットボールスポーツ少年団 

南部サッカースポーツ少年団 

熊倉サッカースポーツ少年団 
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FC デランテーロスポーツ少年団 

裏磐梯スポーツ少年団 

北山剣道スポーツ少年団 

七峰柔道スポーツ少年団 

針生スポーツ少年団 

田島柔道スポーツ少年団 

南郷スポーツ少年団 

大熊町剣道スポーツ少年団 

大熊町柔道スポーツ少年団 

大熊町空手道スポーツ少年団 

大熊町サッカースポーツ少年団 

大熊町野球スポーツ少年団 

大熊町ランニングスポーツ少年団 

大熊町バレーボールスポーツ少年団 

相馬市少年剣道教室スポーツ少年団 

相馬市柔道教室スポーツ少年団 

梅ヶ香剣友会スポーツ少年団 

いわきラグビースクールスポーツ少年団 

高久バレーボールスポーツ少年団 

みまやスポーツ少年団 

内町サッカースポーツ少年団 

豊間スポーツ少年団 

川部ソフトボールスポーツ少年団 

平陸上教室スポーツ少年団 

郷ヶ丘剣道スポーツ少年団 

永崎バレーボールスポーツ少年団 

草野緑松サッカースポーツ少年団 

泉陸上スポーツ少年団 

平窪スポーツ少年団 

須賀川市大東ミニバスケットボールスポーツ少年団 

少林寺拳法須賀川スポーツ少年団 

須賀川バスケットボールスポーツ少年団 

しらかわスポーツ少年団 

白河柔道スポーツ少年団 

白河バレーボールスポーツ少年団 

白河スキースポーツ少年団 

白梅スポーツ少年団 

白河フットボールクラブ（Jr）スポーツ少年団 

FC Carrera スポーツ少年団 

信夫第一スポーツ少年団 

 

【茨城県スポーツ少年団】 

江戸崎ドリームミニバスケットボールスポーツ少年団 

江戸崎パイレーツスポーツ少年団 

江戸崎ベアーズスポーツ少年団 

新利根エンゼルススポーツ少年団 

高山空手クラブスポーツ少年団 

稲敷市少年空手西道場スポーツ少年団 

あずまイーグルススポーツ少年団 

小川サッカースポーツ少年団 

玉里少年サッカークラブスポーツ少年団 

小川空手スポーツ少年団 

羽鳥サッカースポーツ少年団 

大洗町野球スポーツ少年団 

大洗町サッカースポーツ少年団 

森戸ジャイアンツスポーツ少年団 

境ニューヤンキーススポーツ少年団 

境剣道スポーツ少年団 

阿見上郷ジャガーズスポーツ少年団 

本郷イーグルススポーツ少年団 

逆井山 MBC スポーツ少年団 

七重 MBC スポーツ少年団 

内野山ガッツスポーツ少年団 

錬心館空手スポーツ少年団 

飯島スポーツ少年団 

レッドキャップススポーツ少年団 

伊奈剣友会スポーツ少年団 

小絹少年剣道部スポーツ少年団 

小張ミニバススポーツ少年団 

伊奈ミニバスケットボールスポーツ少年団 

東小ミニバスケットボールスポーツ少年団 

板橋ミニバスケットボールスポーツ少年団 

豊ナインズスポーツ少年団 

谷井田スターズスポーツ少年団 

小絹ゴールデンズスポーツ少年団 

FC 谷井田スポーツ少年団 

板橋フットボールクラブスポーツ少年団 

YFC 小絹スポーツ少年団 
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伊奈柔道スポーツ少年団 

小瀬スポーツ少年団 

世喜剣道クラブスポーツ少年団 

古河市サッカースポーツ少年団 

古河一小サッカースポーツ少年団 

スターファイターズスポーツ少年団 

ダックス野球スポーツ少年団 

仁連エンゼルススポーツ少年団 

少林寺拳法茨城総和スポーツ少年団 

古河リトルファイターズスポーツ少年団 

古河市相撲スポーツ少年団 

三和スターズスポーツ少年団 

古河ビューティースポーツ少年団 

古河市バレーボールスポーツ少年団 

丘里剣心会スポーツ少年団 

古河スカイブルースポーツ少年団 

エスペランサ総和フットボールクラブスポーツ少年団 

疾風スポーツ少年団 

古河ますらおスポーツ少年団 

国際剛柔公道会茨城スポーツ少年団 

下辺見サッカースポーツ少年団 

RJC 古河スポーツ少年団 

大和田 VSC スポーツ少年団 

文間スポーツ少年団 

利根キッカーズスポーツ少年団 

下館小あしかびスポーツ少年団サッカー部 

伊讃スポーツ少年団 

岩瀬空手道スポーツ少年団 

松岡剣士会スポーツ少年団 

松原野球スポーツ少年団 

島名中央野球スポーツ少年団 

少林寺拳法鉾田スポーツ少年団 

鉾田ジュニア体操スポーツ少年団 

串挽スポーツ少年団 

高浜剣道スポーツ少年団 

ジュニア・スラッカーズスポーツ少年団 

石岡ヤンキーススポーツ少年団 

つくばね柔道スポーツ少年団 

石岡オリオンズスポーツ少年団 

石岡ファイターズクラブスポーツ少年団 

恋瀬スポーツ少年団 

東成井スポーツ少年団 

杉並ライオンズスポーツ少年団 

龍ヶ崎ハリケーンズスポーツ少年団 

大宮サッカースポーツ少年団 

龍ヶ崎水泳スポーツ少年団 

馴柴サッカースポーツ少年団 

八千代町軟式野球スポーツ少年団 

八千代町柔道スポーツ少年団 

八千代町剣道スポーツ少年団 

八千代町サッカースポーツ少年団 

八千代町ミニバスケットボールスポーツ少年団 

磯原ドリームススポーツ少年団 

関一スポーツ少年団 

大津スポーツ少年団 

関南スポーツ少年団 

中郷柔道スポーツ少年団 

空手道スポーツ少年団 

大子サッカースポーツ少年団 

佐原スポーツ少年団 

大子 Jr レスリングクラブスポーツ少年団 

黒沢スポーツ少年団 

上小川スポーツ少年団 

生瀬スポーツ少年団 

依上スポーツ少年団 

新治剣道スポーツ少年団 

都和ビーバーズスポーツ少年団 

高津タイガース野球スポーツ少年団 

至誠会スポーツ少年団 

大穂剣心会スポーツ少年団 

学園剣道スポーツ少年団 

豊里剣友会スポーツ少年団 

栄剣道スポーツ少年団 

九重剣道スポーツ少年団 

自燈剣道スポーツ少年団 

吾妻剣道スポーツ少年団 

大穂リトルファイターズスポーツ少年団 

松代ブルーサンダーススポーツ少年団 
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吾妻少年野球クラブスポーツ少年団 

竹園ヴィクトリーズスポーツ少年団 

筑波ジャガーズスポーツ少年団 

大穂東サッカークラブスポーツ少年団 

吉沼 FC プリマーリオスポーツ少年団 

東光台サッカークラブスポーツ少年団 

つくばジュニア FCスポーツ少年団 

並木フットボールクラブスポーツ少年団 

竹園東フットボールクラブスポーツ少年団 

茎崎ブレイズ FC スポーツ少年団 

高崎サッカースポーツ少年団 

作岡ミニバスケットボールスポーツ少年団 

筑波学園ハンドボールクラブスポーツ少年団 

つくば市少年卓球スポーツ少年団 

茎崎ミニ県南ボーイバレーボールスポーツ少年団 

津澄サッカースポーツ少年団 

津澄ミニバスケットボールスポーツ少年団 

要サッカースポーツ少年団 

武田サッカースポーツ少年団 

小貫サッカースポーツ少年団 

麻生ジュニアテニスクラブスポーツ少年団 

麻生 EAST SC スポーツ少年団 

大和サッカースポーツ少年団 

行方サッカースポーツ少年団 

手賀サッカースポーツ少年団 

玉造山王ミニバスケットボール 

玉造山王空手道スポーツ少年団 

麻生剣友会スポーツ少年団 

手賀スポーツ少年団 

双葉台サッカースポーツ少年団 

水戸市吉田サッカースポーツ少年団 

堀原剣友会スポーツ少年団 

水戸市常澄野球スポーツ少年団 

緑岡少年剣友会スポーツ少年団 

石川サッカースポーツ少年団 

浜田サッカースポーツ少年団 

水戸市卓球スポーツ少年団 

水戸市野球スポーツ少年団 

水戸市水泳スポーツ少年団 

水戸市水府流スポーツ少年団 

水戸市体操スポーツ少年団 

水戸市陸上スポーツ少年団 

水戸スケートスポーツ少年団 

城東サッカースポーツ少年団 

水戸サッカースポーツ少年団 

新荘常磐サッカースポーツ少年団 

渡里サッカースポーツ少年団 

見川サッカースポーツ少年団 

上中妻サッカースポーツ少年団 

笠原サッカースポーツ少年団 

緑岡サッカースポーツ少年団 

堀原サッカースポーツ少年団 

五軒サッカースポーツ少年団 

常澄サッカースポーツ少年団 

吉田ヶ丘サッカースポーツ少年団 

内原サッカースポーツ少年団 

水戸市空手道スポーツ少年団 

河和田ミニバススポーツ少年団 

笠原レッドサンダーススポーツ少年団 

寿ミニバススポーツ少年団 

赤塚ミニバススポーツ少年団 

新荘ミニバススポーツ少年団 

常磐ミニバススポーツ少年団 

梅が丘ミニバススポーツ少年団 

石川ミニバススポーツ少年団 

茨大附属ミニバススポーツ少年団 

緑岡ミニバススポーツ少年団 

水戸市レスリングスポーツ少年団 

水戸市合気道スポーツ少年団 

水戸市ソフトテニススポーツ少年団 

水戸市少林寺拳法スポーツ少年団 

ローラースケートスポーツ少年団 

ボウリングスポーツ少年団 

テニススポーツ少年団 

水戸剣心会スポーツ少年団 

見和少年剣道清心会スポーツ少年団 

河和田剣友会スポーツ少年団 

常澄青葉会スポーツ少年団 
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水戸市ラグビーフットボールスポーツ少年団 

水戸ハリィハックバレーボールスポーツ少年団 

吉田バドミントンスポーツ少年団 

内原柔道スポーツ少年団 

東石川ソフトボールスポーツ少年団 

市毛ソフトボールスポーツ少年団 

前渡ソフトボールスポーツ少年団 

佐野ソフトボールスポーツ少年団 

田彦ソフトボールスポーツ少年団 

三反田ソフトボールスポーツ少年団 

外野ソフトボールスポーツ少年団 

津田ソフトボールスポーツ少年団 

那珂湊空手道スポーツ少年団 

平磯軟式野球スポーツ少年団 

那珂湊第二ミニバスケットボールスポーツ少年団 

ひたちなか市卓球スポーツ少年団 

中央空手道スポーツ少年団 

勝田空手道スポーツ少年団 

勝倉空手道スポーツ少年団 

潮来サッカースポーツ少年団 

津知スポーツ少年団 

延方スポーツ少年団 

日の出スポーツ少年団 

潮来野球スポーツ少年団 

日高田尻サッカースポーツ少年団 

大久保サッカースポーツ少年団 

諏訪サッカースポーツ少年団 

久慈東小沢サッカースポーツ少年団 

会瀬サッカースポーツ少年団 

日高排球スポーツ少年団 

宮田バレーボールスポーツ少年団 

大久保バレーボールスポーツ少年団 

成沢 VMG スポーツ少年団 

田尻バレーボールスポーツ少年団 

明信館剣道スポーツ少年団 

河原子剣志会スポーツ少年団 

水木剣道スポーツ少年団 

多賀剣道スポーツ少年団 

成沢野球スポーツ少年団 

日高野球スポーツ少年団 

宮田野球スポーツ少年団 

坂本野球スポーツ少年団 

滑川野球スポーツ少年団 

十王少年野球団スポーツ少年団 

日立市中央空手道スポーツ少年団 

日立市会瀬空手道スポーツ少年団 

日立市大沼空手道スポーツ少年団 

多賀空手道スポーツ少年団 

金沢空手道スポーツ少年団 

久慈空手道スポーツ少年団 

多賀柔道スポーツ少年団 

日立柔道スポーツ少年団 

日立北部柔道スポーツ少年団 

東金沢バドミントンスポーツ少年団 

久慈スポーツ少年団 

若鮎スポーツ少年団 

塙山スポーツ少年団 

ひまわりバトンリズムスポーツ少年団 

取手ダイヤモンドキッズスポーツ少年団 

取手ホワイトベアーズスポーツ少年団 

新取手リトルメッツスポーツ少年団 

寺原ライナーズスポーツ少年団 

取手タイガーススポーツ少年団 

戸頭リトルフレンズスポーツ少年団 

戸頭ジャガーズスポーツ少年団 

藤代アストロジュニアスポーツ少年団 

藤代ラッキーズスポーツ少年団 

藤代バッファローズスポーツ少年団 

吉田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

戸頭東ミニバスケットボールスポーツ少年団 

戸頭西ミニバスケットボールスポーツ少年団 

井野ミニバスケットボールスポーツ少年団 

取手中央ミニバスケットボールスポーツ少年団 

藤代ミニバスケットボールスポーツ少年団 

六郷ミニバスケットボールスポーツ少年団 

宮和田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

久賀ミニバスケットボールスポーツ少年団 

戸頭 FC スポーツ少年団 
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双葉スポーツクラブスポーツ少年団 

光風台イレブンスポーツ少年団 

宮和田フットボールクラブスポーツ少年団 

取手柔道クラブスポーツ少年団 

双葉柔道教室スポーツ少年団 

取手少年空手教室スポーツ少年団 

藤代ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

取手合気道スポーツ少年団 

仁武舘剣道教室スポーツ少年団 

常総市体育協会空手部スポーツ少年団 

水海道剣道教室スポーツ少年団 

大生 MBC スポーツ少年団 

鬼怒タイガーファイターズスポーツ少年団 

ワイルドキャッツスポーツ少年団 

向台ミニバスケットボールスポーツ少年団 

岡田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

神谷バスケットボールスポーツ少年団 

おくのバレーボールスポーツ少年団 

ひたち野柔道クラブスポーツ少年団 

奥野ライナーズスポーツ少年団 

刈谷イーグルススポーツ少年団 

牛久ジュニアエイトスポーツ少年団 

牛久中根サンダーススポーツ少年団 

牛久ティガーススポーツ少年団 

清流剣友会 牛久剣道スポーツ少年団 

若竹剣友会スポーツ少年団 

牛久剣友会スポーツ少年団 

牛久フットボールクラブスポーツ少年団 

神谷サッカースポーツ少年団 

牛久二小サッカースポーツ少年団 

中根フットボールクラブスポーツ少年団 

岡田フットボールクラブスポーツ少年団 

向台小サッカースポーツ少年団 

牛久市空手道スポーツ少年団 

もちの木スポーツ少年団 

菅谷ソフトボールスポーツ少年団 

那珂市水泳スポーツ少年団 

那珂フットボールクラブ少年団 

サンフラワースポーツ少年団 

那珂ファイターズスポーツ少年団 

横堀剣道スポーツ少年団 

菅谷剣道スポーツ少年団 

五台ソフトボールスポーツ少年団 

芳野野球スポーツ少年団 

額田誠心館スポーツ少年団 

戸多剣道スポーツ少年団 

那珂市柔道スポーツ少年団 

芳野剣心会スポーツ少年団 

坂本サッカースポーツ少年団 

 

【栃木県スポーツ少年団】 

姿川第二学童バレーボールスポーツ少年団 

FC 宝木スポーツ少年団 

昇栄館空手スポーツ少年団 

晃宝剣道スポーツ少年団 

宝木剣道スポーツ少年団 

陽東サッカースポーツ少年団 

柔道修練田村堂スポーツ少年団 

御幸ミニバスケットボールスポーツ少年団 

河内剣道クラブスポーツ少年団 

富士見剣道クラブスポーツ少年団 

OSI 城山卓球クラブ Jrスポーツ少年団 

宝木柔道クラブスポーツ少年団 

桜ミニバスケットボール（男子）スポーツ少年団 

さかえ剣道スポーツ少年団 

姿川空手スポーツ少年団 

やなせ柔道スポーツ少年団 

陽南剣道スポーツ少年団 

宇大附属小バドミントンスポーツ少年団 

西那須野スキースポーツ少年団 

石橋 FC スポーツ少年団 

石橋バレーボールクラブスポーツ少年団 

石北野球クラブスポーツ少年団 

石橋シューターズミニバスケットボールスポーツ少年団 

石橋柔道会スポーツ少年団 

石橋剣道スポーツ少年団 

鹿沼中央スポーツ少年団 

鹿沼東光スポーツ少年団 
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鹿沼北光スポーツ少年団 

菊沢東部スポーツ少年団 

津田スポーツ少年団 

北押原スポーツ少年団 

楡木スポーツ少年団 

千渡スポーツ少年団 

大田原市柔道（大田原教室）スポーツ少年団 

大田原剣道スポーツ少年団 

親園少年剣道教室スポーツ少年団 

大田原市柔道（金田教室）スポーツ少年団 

柳橋フットベースボールスポーツ少年団 

栃木武徳殿剣道スポーツ少年団 

大平町空手道糸東会スポーツ少年団 

本町学童スポーツ少年団 

光柔館スポーツ少年団 

青雲館スポーツ少年団 

佐野クラブスポーツ少年団 

天明クラブスポーツ少年団 

植野クラブスポーツ少年団 

学童野球界クラブスポーツ少年団 

犬伏学童野球スポーツ少年団 

犬伏東クラブスポーツ少年団 

城北クラブスポーツ少年団 

学童野球旗川クラブスポーツ少年団 

吾妻クラブスポーツ少年団 

赤見クラブスポーツ少年団 

石塚クラブスポーツ少年団 

学童野球出流原クラブスポーツ少年団 

赤坂ジュニアスポーツ少年団 

田沼若獅子クラブスポーツ少年団 

葛生クラブスポーツ少年団 

常盤学童クラブスポーツ少年団 

佐野犬伏剣道スポーツ少年団 

佐野中央道場剣道スポーツ少年団 

界剣士会スポーツ少年団 

田沼中央剣道スポーツ少年団 

佐野柔道スポーツ少年団 

佐野ソフトテニススポーツ少年団 

佐野中央クラブスポーツ少年団 

安蘇澤道場スポーツ少年団 

安蘇野中央スポーツ少年団 

吉水クラブスポーツ少年団 

飛駒クラブスポーツ少年団 

佐野空手道スポーツ少年団 

馬頭剣道スポーツ少年団 

 

【群馬県スポーツ少年団】 

大胡ミニバレーボールクラブスポーツ少年団 

荒砥ビーバーズスポーツ少年団 

前橋ソフトテニススポーツ少年団 

桃木ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

粕川クラブスポーツ少年団 

前橋原町 FC スポーツ少年団 

オール東サッカースポーツ少年団 

城山道場剣道スポーツ少年団 

FC アミーゴ前橋スポーツ少年団 

大胡 FC スポーツ少年団 

敷島流星ミニバスケットボールスポーツ少年団 

前橋少年剣士会スポーツ少年団 

前橋剣和会スポーツ少年団 

東小ウィンズスポーツ少年団 

オール東スポーツ少年団大利根 

駒形ジュニアーズクラブスポーツ少年団 

木瀬ジャガーススポーツ少年団 

乗附ライオンズスポーツ少年団 

寺尾ベアーズスポーツ少年団 

京ヶ島ジュニアバッファローズスポーツ少年団 

六郷ジュニアファイターズスポーツ少年団 

大類シルバースターズスポーツ少年団 

城南ファイヤーズスポーツ少年団 

塚沢リトルジャイアンツスポーツ少年団 

新町パイレーツスポーツ少年団 

岩鼻ヤングホープスポーツ少年団 

城東リトルエンジェルススポーツ少年団 

倉賀野オールスターズスポーツ少年団 

南八幡タイガーススポーツ少年団 

長野イーグルススポーツ少年団 

八幡ホークススポーツ少年団 
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西リトルブレーブススポーツ少年団 

佐野スラッガーズスポーツ少年団 

東部オリエントキングスポーツ少年団 

金古南ジュニアバレースポーツ少年団 

高崎京ヶ島バレースポーツ少年団 

滝川小 V･B･C スポーツ少年団 

大類ヤングユニークススポーツ少年団 

箕郷ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

高崎剣道教室スポーツ少年団 

乗附ミニバススポーツ少年団 

高崎西小ミニバスケットスポーツ少年団 

高崎中央ミニバスクラブスポーツ少年団 

中川ミニバスケットボールスポーツ少年団 

高崎東ミニバスケットクラブスポーツ少年団 

高崎北部ミニバススポーツ少年団 

城東ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

新高尾ミニバスケットクラブスポーツ少年団 

榛名ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

倉渕ミニバスケットボールスポーツ少年団 

片岡小ミニバスケット部スポーツ少年団 

吉井ミニバスケットクラブスポーツ少年団 

矢中ミニバスケットボールクラブ男子スポーツ少年団 

龍武館笠井剣道場スポーツ少年団 

箕郷町ソフトテニススポーツ少年団 

箕郷東ジャガーズスポーツ少年団 

箕郷レクスポーツ少年団 

箕郷町空手道修剛会スポーツ少年団 

堤ヶ岡柔道スポーツ少年団 

金古フェニックススポーツ少年団 

堤ヶ岡ストークススポーツ少年団 

上効メッツスポーツ少年団 

堤ヶ岡ミニバススポーツ少年団 

堤ヶ岡サッカークラブスポーツ少年団 

金古南ホークススポーツ少年団 

錬心館宮崎剣道場スポーツ少年団 

新町 SVC スポーツ少年団 

新町パワーマリオンズスポーツ少年団 

新町サッカークラブスポーツ少年団 

秀道館スポーツ少年団 

新里柔道スポーツ少年団 

神明バンビーズスポーツ少年団 

桜木チェリークラブスポーツ少年団 

新里スターズスポーツ少年団 

三郷シルバーイーグルススポーツ少年団 

スカイファミリースポーツ少年団 

宮郷少年野球クラブスポーツ少年団 

シルバーコンドルスポーツ少年団 

伊勢崎イーグルススポーツ少年団 

ブラックナインスポーツ少年団 

赤石クラブスポーツ少年団 

広瀬メッツスポーツ少年団 

名和スワローズスポーツ少年団 

三柱ファイターズスポーツ少年団 

ホワイトジャガーズスポーツ少年団 

宮子少年野球クラブスポーツ少年団 

ビクトリースポーツ少年団 

リトルナインスポーツ少年団 

伊勢崎宮郷ミニバススポーツ少年団 

伊勢崎殖蓮ミニバスクラブスポーツ少年団 

伊勢崎ジュニアバスケットボ-ルクラブスポーツ少年団 

伊勢崎北二ミニバススポーツ少年団 

茂呂スポーツ少年団バレーボールクラブスポーツ少年団 

殖蓮ジュニアバレ-ボ-ルスポーツ少年団 

伊勢崎柔道スポーツ少年団 

伊勢崎宮郷柔道スポーツ少年団 

伊勢崎市スケートスポーツ少年団 

伊勢崎ジュニアスキースポーツ少年団 

伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

FC 伊勢崎 SEED スポーツ少年団 

伊勢崎 SFC イレブンスポーツ少年団 

名和サッカークラブスポーツ少年団 

FC 茂呂スポーツ少年団 

赤堀ラビッツスポーツ少年団 

赤堀ミニバスケットスポーツ少年団 

赤堀野球スポーツ少年団 

ジラーフ赤堀サッカークラブジュニアスポーツ少年団 

赤堀スキースポーツ少年団 

東小ミニバレースポーツ少年団 
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東北小ミニバレースポーツ少年団 

東サッカースポーツ少年団 

あずま野球スポーツ少年団 

伊勢崎あずま MBC 男子スポーツ少年団 

東南小ミニバレースポーツ少年団 

あずま南フットボールクラブスポーツ少年団 

あずま南小野球スポーツ少年団 

東剣友会スポーツ少年団 

境柔道スポーツ少年団 

境ドラゴンズスポーツ少年団 

采女小リトルスポーツ少年団 

FC 伊勢崎境ジュニアスポーツ少年団 

剛志ジュニアーズスポーツ少年団 

中央スターズスポーツ少年団 

宝泉柔道スポーツ少年団 

太田中央スポーツ少年団 

新田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

太田強戸ミニバスケットボールスポーツ少年団 

太田宝泉東ミニバススポーツ少年団 

薄根小卓球スポーツ少年団 

沼田サッカークラブスポーツ少年団 

池田少年野球スポーツ少年団 

館林剣道スポーツ少年団 

長良柔道スポーツ少年団 

館林 JSC スポーツ少年団 

リトルタイガースポーツ少年団 

みのりクラブスポーツ少年団 

南光野球クラブスポーツ少年団 

慈光神武館スポーツ少年団 

南光サッカークラブスポーツ少年団 

館林ソフトテニススポーツ少年団 

城沼ミニバススポーツ少年団 

南光スターキッズスポーツ少年団 

南光ミニバススポーツ少年団 

たたらミニバススポーツ少年団 

赤羽ジュニアレスリングスポーツ少年団 

多々良 FCスポーツ少年団 

館林少年サッカースクールスポーツ少年団 

館林市少年空手道スポーツ少年団 

館林なぎなたスポーツ少年団 

館林ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

館林フレンズミニバススポーツ少年団 

北橘柔道スポーツ少年団 

渋川リトルバーズスポーツ少年団 

一ノ宮少女バレースポーツ少年団 

空手道大道館（東）スポーツ少年団 

空手道大道館（南）スポーツ少年団 

妙義ハンドボールスポーツ少年団 

清寧館スポーツ少年団 

北斗スターズスポーツ少年団 

大間々南ミニバスケットボールスポーツ少年団 

笠懸バレーボールスポーツ少年団 

中央ジュニアタイガーススポーツ少年団 

大間々東小リトルジャイアンツスポーツ少年団 

笠懸東小イースターズスポーツ少年団 

笠懸剣道スポーツ少年団 

みどり笠懸ミニバスケットボールスポーツ少年団 

みどり笠懸東ミニバスケットボールスポーツ少年団 

福岡西ジュニアファイターズスポーツ少年団 

笠小ライオンズスポーツ少年団 

FC 笠懸'84 スポーツ少年団 

JFC 大間々スポーツ少年団 

笠東 FC スポーツ少年団 

笠懸剣友会スポーツ少年団 

榛東ヤングホープススポーツ少年団 

榛東南野球スポーツ少年団 

榛東ソフトテニススポーツ少年団 

榛東ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

榛東卓球スポーツ少年団 

榛東空手道スポーツ少年団 

榛東村スポーツ少年団剣道部スポーツ少年団 

下仁田町柔道スポーツ少年団 

下仁田空手教室心和館スポーツ少年団 

あすなろジュニアスポーツ少年団 

福島ガッツスポーツ少年団 

新屋イーグルススポーツ少年団 

甘楽剣道会スポーツ少年団 

長一小スポーツ少年団 
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長野原中央小スポーツ少年団 

応桑スポーツ少年団 

北軽井沢スポーツ少年団 

嬬恋東バレーボールスポーツ少年団 

嬬恋リトルビッキーズスポーツ少年団 

嬬恋剣友会スポーツ少年団 

嬬恋ウォーリアーズスポーツ少年団 

オール草津ジュニアスポーツ少年団 

クサツ FCジュニアスポーツ少年団 

草津町空手道スポーツ少年団 

草津町柔道スポーツ少年団 

草津町スキースポーツ少年団 

草津町剣道スポーツ少年団 

若草剣道クラブスポーツ少年団 

FC 玉村スポーツ少年団 

千代田少年サッカークラブスポーツ少年団 

千代田ジュニアレスリングクラブスポーツ少年団 

千代田スピリッツミニバスケットスポーツ少年団 

邑楽町卓球スポーツ少年団 

邑楽町ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

中野ビクトリーズスポーツ少年団 

 

【埼玉県スポーツ少年団】 

北浦和サッカースポーツ少年団 

浦和別所サッカースポーツ少年団 

大東サッカースポーツ少年団 

三室サッカースポーツ少年団 

大谷口サッカースポーツ少年団 

浦和木崎サッカースポーツ少年団 

本太サッカースポーツ少年団 

上木崎サッカースポーツ少年団 

尾間木サッカースポーツ少年団 

西浦和サッカースポーツ少年団 

田島サッカースポーツ少年団 

浦和文蔵サッカースポーツ少年団 

大牧サッカースポーツ少年団 

中島サッカースポーツ少年団 

道祖土サッカースポーツ少年団 

南浦和サッカースポーツ少年団 

大和田ジュニアーズサッカースポーツ少年団 

日進サッカースポーツ少年団 

大宮 FC 寿能スポーツ少年団 

東大宮コスモスサッカースポーツ少年団 

別所ミニバスケットボールスポーツ少年団 

本太スパークルミニバスケットボールスポーツ少年団 

さいたま辻ミニバスケットスポーツ少年団 

文蔵ミニバスケットボールスポーツ少年団 

七里ジュニアミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

与野南ミニバスケットボールスポーツ少年団 

与野西北ミニバスケットボールスポーツ少年団 

中尾ライガーズスポーツ少年団 

ストロンガースポーツ少年団 

浦和フレンドクラブスポーツ少年団 

富士フレンドクラブスポーツ少年団 

浦和パワーズスポーツ少年団 

栄和クラブ軟式野球スポーツ少年団 

常盤少年野球クラブスポーツ少年団 

道祖土フェニックススポーツ少年団 

中島ファイターズスポーツ少年団 

浦和西バッファローズスポーツ少年団 

南浦和アタックススポーツ少年団 

西堀 A-１スポーツ少年団 

土合スパローズスポーツ少年団 

本太ビクターズスポーツ少年団 

浦和エンゼルススポーツ少年団 

木崎ラインズスポーツ少年団 

浦和辻イーグルススポーツ少年団 

三室ホークススポーツ少年団 

沼影少年野球クラブスポーツ少年団 

三橋ヤンキーススポーツ少年団 

大宮ライオンズスポーツ少年団 

春岡スポーツ少年団 

宮原ドラゴンズスポーツ少年団 

大宮シャークススポーツ少年団 

上小ジャイアンツスポーツ少年団 

大宮スプリンターズスポーツ少年団 

大宮フレンドスポーツ少年団 

南平台カージナルススポーツ少年団 
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島小タイガーススポーツ少年団 

中川メッツスポーツ少年団 

大宮ドラゴンズスポーツ少年団 

東大宮イーグルススポーツ少年団 

大宮パワーズスポーツ少年団 

大宮ファミリーズスポーツ少年団 

大戸ウイングス野球スポーツ少年団 

YOU フレンド野球スポーツ少年団 

与野南グリーンズスポーツ少年団 

ニュー山下ビクトリーズスポーツ少年団 

河合ジャイアンツスポーツ少年団 

新和ドラゴンズスポーツ少年団 

和土ファイターズスポーツ少年団 

川通ヤングマンスポーツ少年団 

城南ライガーススポーツ少年団 

西浦和ソフトボールスポーツ少年団 

仲本ソフトボールスポーツ少年団 

太陽フェニックススポーツ少年団 

岩槻ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

岩槻マイティーズバレーボールスポーツ少年団 

岩槻ソフトテニススポーツ少年団 

与野水球クラブスポーツ少年団 

道祖土スポーツ少年団 

常盤スポーツ少年団 

青木中央少年サッカースポーツ少年団 

青木中央ミニバスケットクラブスポーツ少年団 

北スポーツセンター少年サッカークラブスポーツ少年団 

北川口アタッカーズスポーツ少年団 

東スポーツセンター少年サッカークラブスポーツ少年団 

朝日バドミントンスポーツ少年団 

青木北ウイングスサッカースポーツ少年団 

西川口タイガーススポーツ少年団 

上青木少年サッカークラブスポーツ少年団 

川口ポニーズスポーツ少年団 

差間フェニックススポーツ少年団 

芝園サッカースポーツ少年団 

川口イーグルススポーツ少年団 

川口ビッグスターズスポーツ少年団 

飯塚少年サッカースポーツ少年団 

上青木南サッカースポーツ少年団 

戸塚ジャガーズスポーツ少年団 

新郷 JVC スポーツ少年団 

川口シャークススポーツ少年団 

前川ジャガーズスポーツ少年団 

芝樋ノ爪蹴球スポーツ少年団 

川口レインボーファイターズスポーツ少年団 

中央グッドボーイズスポーツ少年団 

川口芝 FCスポーツ少年団 

芝富士ジャイアンツスポーツ少年団 

芝スポーツ少年団 

青木ジュニアソフトテニススポーツ少年団 

慈林サッカースポーツ少年団 

上青木少年野球クラブスポーツ少年団 

芝スポーツセンタージュニアソフトテニスクラブスポーツ少年団 

戸塚イーグルススポーツ少年団 

戸塚ドルフィンズスポーツ少年団 

川口スキースポーツ少年団 

芝園イーグルススポーツ少年団 

赤井少年野球クラブスポーツ少年団 

総合型地域スポーツクラブ BAGUS 

北園キングホークススポーツ少年団 

川口レッドホークススポーツ少年団 

青南サッカークラブスポーツ少年団 

前川バンビーズスポーツ少年団 

川口ドラゴンズスポーツ少年団 

川口トニーズスポーツ少年団 

戸塚フットボールクラブジュニアスポーツ少年団 

根岸ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

川口クラブジュニアバドミントンスポーツ少年団 

川口ファィブスターズスポーツ少年団 

エイトバドミントンスポーツ少年団 

鳩南サッカースポーツ少年団 

鳩ヶ谷ソフトテニスジュニアスポーツ少年団 

中央エンゼルススポーツ少年団 

蕨イーグルススポーツ少年団 

蕨市ビックホークススポーツ少年団 

蕨グリーンファイターズスポーツ少年団 

美笹ミニバススポーツ少年団 
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シャトラーズバドミントンスポーツ少年団 

イーストフレンドバドミントンスポーツ少年団 

ジュニア・アスレチック・クラブスポーツ少年団 

朝霞ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

アズマ F･C スポーツ少年団 

いずみサッカースポーツ少年団 

朝志ヶ丘サッカースポーツ少年団 

栄サッカースポーツ少年団 

三原フットボールクラブスポーツ少年団 

レッツドラゴンサッカースポーツ少年団 

レッツアサカサッカースポーツ少年団 

朝霞フレンドリーズスポーツ少年団 

朝霞台ユニオンズスポーツ少年団 

志木二小メイツスポーツ少年団 

新座スカイファイターズスポーツ少年団 

新座たけしのキッカーズスポーツ少年団 

新座陣屋キッカーズサッカースポーツ少年団 

新座ストッロングサッカークラブスポーツ少年団 

白小クラブスポーツ少年団 

北原ウィングススポーツ少年団 

和光広沢ユニオンズスポーツ少年団 

新倉フェニックススポーツ少年団 

五小ファイターズスポーツ少年団 

和光リバーツインズスポーツ少年団 

和光四小ベアーズスポーツ少年団 

白子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

新倉ミニバスケットボールスポーツ少年団 

西大和ミニバスケットボールスポーツ少年団 

レモンズスポーツ少年団 

けやきミニバスケットボール男子スポーツ少年団 

けやき女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

FC 新倉エイトワンスポーツ少年団 

FC 和光イレブンスポーツ少年団 

F･C 和光キッカーズスポーツ少年団 

和光 JVC スポーツ少年団 

鴻巣フラワーズスポーツ少年団 

田間宮小ブルーパワーズクィーンスポーツ少年団 

赤見台箕田むらさきパンジーズスポーツ少年団 

吹上少年剣道会スポーツ少年団 

鴻巣ジュニアサッカースポーツ少年団 

鴻巣 MJ キッカーズスポーツ少年団 

大芦少年サッカークラブスポーツ少年団 

鴻巣市田間宮サッカースポーツ少年団 

下忍少年サッカークラブスポーツ少年団 

鴻巣箕田ウィングススポーツ少年団 

赤二小ミニバレースポーツ少年団 

鴻巣南 JVC スポーツ少年団 

鴻巣サウスキッズ松原スポーツ少年団 

鴻巣北スポーツ少年団 

鴻巣川里ビクトリーズスポーツ少年団 

鴻巣空手道スポーツ少年団 

神武少林館鴻巣スポーツ少年団 

剛柔会誠徳館スポーツ少年団 

松濤館流空手道明鴻会スポーツ少年団 

鴻巣パンジーテニススポーツ少年団 

宮本スポーツ少年団 

松原マイティーズスポーツ少年団 

鴻巣ブレイザーズスポーツ少年団 

ヤングパワーズスポーツ少年団 

アカミネスポーツ少年団 

アスナロジャイアンツスポーツ少年団 

生出塚スポーツ少年団 

鴻巣タイガーススポーツ少年団 

鴻巣シャークススポーツ少年団 

馬室イーグルススポーツ少年団 

田間宮ビーバーズスポーツ少年団 

りんどうスポーツ少年団 

光スポーツ少年団 

西上尾サッカースポーツ少年団 

西上尾キッカーズスポーツ少年団 

西上尾コンドルズスポーツ少年団 

富士見サッカースポーツ少年団 

平方スポーツ少年団 

小泉ジュニアーズスポーツ少年団 

中分スポーツ少年団 

富士見コンドルズスポーツ少年団 

あずまスポーツ少年団 

原市イレブンスポーツ少年団 
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上尾尾山台ファイターズスポーツ少年団 

みなみエンゼルススポーツ少年団 

原市ビーバーズスポーツ少年団 

春日ジュニアキングスポーツ少年団 

柏座イーグルススポーツ少年団 

上尾上平サッカースポーツ少年団 

上尾東サッカースポーツ少年団 

三井スポーツ少年団 

上尾双葉台サッカースポーツ少年団 

峰心会上尾空手道スポーツ少年団 

上尾中央スポーツ少年団 

浅間台スポーツ少年団 

空手道日誠会スポーツ少年団 

上尾ミニバスケットボールスポーツ少年団 

尾山台イレブンスポーツ少年団 

西上尾第二テニススポーツ少年団 

上尾クラブバレーボールスポーツ少年団 

桶川北ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

加納子供サッカークラブスポーツ少年団 

川田谷ベアーズスポーツ少年団 

桶川カーディナルススポーツ少年団 

桶川サッカースポーツ少年団 

桶川イーグルススポーツ少年団 

峰心会桶川空手道スポーツ少年団 

桶川レッドサッカースポーツ少年団 

桶川ヤンキーススポーツ少年団 

桶川川田谷サッカースポーツ少年団 

桶川ヤングアローズスポーツ少年団 

桶川西バスケットボールクラブスポーツ少年団 

北本少年サッカークラブスポーツ少年団 

高尾アローズスポーツ少年団 

中丸ブレーブススポーツ少年団 

石戸少年野球クラブスポーツ少年団 

北本キッカーズスポーツ少年団 

リトルセブンズスポーツ少年団 

石戸サッカースポーツ少年団 

東サッカースポーツ少年団 

峰心会北本空手道スポーツ少年団 

石戸ミニバレースポーツ少年団 

ミナミ JVC スポーツ少年団 

ミラクルズスポーツ少年団 

中丸 JVC スポーツ少年団 

北本リトルウィッチーズスポーツ少年団 

西小ウインズスポーツ少年団 

北本アトラス少年野球チームスポーツ少年団 

イーストラビッツスポーツ少年団 

北本東小少女ソフトボールクラブスポーツ少年団 

中丸東小少女ソフトボールクラブスポーツ少年団 

リトルジャイアンツスポーツ少年団 

伊奈町バトントワラーズ会スポーツ少年団 

伊奈サッカースポーツ少年団 

すみれバレーボールスポーツ少年団 

伊奈レッツファイターズスポーツ少年団 

小針ヤンキーズスポーツ少年団 

伊奈ジャイアンツスポーツ少年団 

山田バリアンツスポーツ少年団 

少年野球古谷スタースポーツ少年団 

川越山田ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

名細ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

川越体操スポーツ少年団 

並木ロビンスサッカークラブスポーツ少年団 

若松キッカーズスポーツ少年団 

安松フットボールクラブスポーツ少年団 

柳瀬レッドローズジュニアスポーツ少年団 

所沢マッシュバッハローズスポーツ少年団 

美原サッカークラブスポーツ少年団 

上新井サッカースポーツ少年団 

山口サントスサッカークラブスポーツ少年団 

南ファイターズスポーツ少年団 

荒幡ビガーズスポーツ少年団 

小手指サッカースポーツ少年団 

宮前サッカークラブスポーツ少年団 

若狭サッカースポーツ少年団 

北野サッカークラブスポーツ少年団 

林サッカークラブスポーツ少年団 

三ヶ島フットボールクラブスポーツ少年団 

富岡サッカークラブスポーツ少年団 

所沢サッカークラブジュニアスポーツ少年団 
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西冨サッカークラブスポーツ少年団 

武蔵野イレブンサッカークラブスポーツ少年団 

清進サッカークラブスポーツ少年団 

北秋津すばる FC スポーツ少年団 

新所沢ラウンダーススポーツ少年団 

所沢コスモナインスポーツ少年団 

林小レッドスネークススポーツ少年団 

飯能空手道スポーツ少年団 

二小スポーツ少年団 

加治エースミニバススポーツ少年団 

原市場スポーツ少年団 

加治タイガーススポーツ少年団 

加治サッカースポーツ少年団 

狭山ライオンズスポーツ少年団 

入間川ベアーズスポーツ少年団 

狭山市入間スポーツ少年団 

新小少年野球スポーツ少年団 

狭山ジャガーズスポーツ少年団 

狭山台グリーンサッカークラブスポーツ少年団 

堀兼スワローズスポーツ少年団 

狭山台キングススポーツ少年団 

狭山ロビンススポーツ少年団 

御狩場ハンターズスポーツ少年団 

狭山台キッカーズスポーツ少年団 

仏子ブラックスサッカースポーツ少年団 

武蔵野 FCスポーツ少年団 

上沢キャッツ JVC スポーツ少年団 

ふじみクラブスポーツ少年団 

関沢クラブスポーツ少年団 

きたはらサッカークラブスポーツ少年団 

勝瀬ふじみ野スポーツ少年団 

F.F.ファイヤーズスポーツ少年団 

FC 上福岡サンダーススポーツ少年団 

上福岡少年少女サッカークラブスポーツ少年団 

上福岡ウイングススポーツ少年団 

大井クッキーズスポーツ少年団 

大井少年サッカークラブスポーツ少年団 

旭サッカースポーツ少年団 

鶴二少年野球クラブスポーツ少年団 

FC 鶴ヶ島スポーツ少年団 

長鶴サッカースポーツ少年団 

鶴ヶ島栄 FC スポーツ少年団 

武蔵台スポーツ少年団 

高麗スポーツ少年団 

高麗川スポーツ少年団 

高根スポーツ少年団 

高萩スポーツ少年団 

高萩北スポーツ少年団 

毛呂山イーグルススポーツ少年団 

越生町野球スポーツ少年団 

松山南柔道スポーツ少年団 

野本小野球スポーツ少年団 

松一野球スポーツ少年団 

松山サッカースポーツ少年団 

市の川小野球スポーツ少年団 

唐子サッカースポーツ少年団 

高坂野球スポーツ少年団 

唐子剣道スポーツ少年団 

東松山少林寺拳法スポーツ少年団 

大岡松二サッカースポーツ少年団 

東松山南サッカースポーツ少年団 

新明サッカースポーツ少年団 

嵐山ガッツジュニアスポーツ少年団 

嵐山町サッカースポーツ少年団 

嵐山ウイングススポーツ少年団 

嵐山ライナーズスポーツ少年団 

吉見東一小野球スポーツ少年団 

吉見パワースターズスポーツ少年団 

吉見西小野球スポーツ少年団 

吉見フットボールクラブスポーツ少年団 

吉見北小ミニバスケットボールスポーツ少年団 

吉見武道館剣道スポーツ少年団 

吉見町柔道スポーツ少年団 

吉見エスカーラフットボールクラブスポーツ少年団 

吉見西ウィングス女子ミニバスケットスポーツ少年団 

吉見東ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

亀井サッカースポーツ少年団 

鳩山ヤンキーズスポーツ少年団 
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今宿野球スポーツ少年団 

鳩山柔道会スポーツ少年団 

鳩山剣友会スポーツ少年団 

東秩父野球スポーツ少年団 

東秩父バレースポーツ少年団 

都幾川アストロスポーツ少年団 

都幾川剣道スポーツ少年団 

玉川野球スポーツ少年団 

玉川バレーボールスポーツ少年団 

はやぶさスポーツ少年団 

玉川剣道スポーツ少年団 

都幾川シャトルズスポーツ少年団 

ときがわスケートスポーツ少年団 

JFC 玉川・都幾川スポーツ少年団 

秩父市乗馬スポーツ少年団 

小鹿野カージナルスジュニアスポーツ少年団 

小鹿野柔道クラブスポーツ少年団 

小鹿野剣友会スポーツ少年団 

おがの JVC スポーツ少年団 

修心館剣道スポーツ少年団 

長瀞町空手道スポーツ少年団 

長瀞 FC サッカースポーツ少年団 

長瀞ジャイアンツスポーツ少年団 

横瀬武甲スポーツ少年団 

横瀬柔道スポーツ少年団 

横瀬剣道スポーツ少年団 

横瀬町ソフトテニススポーツ少年団 

本庄リトルパワーズスポーツ少年団 

柔道愛好会スポーツ少年団 

本庄エンゼルススポーツ少年団 

旭サッカースポーツ少年団 

本庄中央ミニバスケットスポーツ少年団 

ロングイーストフットボールクラブスポーツ少年団 

上里ジュニアベースボールマリーンズスポーツ少年団 

長幡イーグルススポーツ少年団 

上里東野球スポーツ少年団 

上里町空手道スポーツ少年団 

上里町柔道スポーツ少年団 

上里町剣道スポーツ少年団 

上里コンドルズスポーツ少年団 

七本木 JVC スポーツ少年団 

七本木サッカースポーツ少年団 

上里北 FCスポーツ少年団 

上里東ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

長幡ヴィガーススポーツ少年団 

上里町ジュニアテニススポーツ少年団 

上里ジュニアバドミントンシャトルスポーツ少年団 

美里町空手道スポーツ少年団 

神川町ミニバスケットボールスポーツ少年団 

神川町青柳空手道スポーツ少年団 

神川町パルフェ少年サッカースポーツ少年団 

神川町神武館空手スポーツ少年団 

神川町柔道スポーツ少年団 

神川少年野球スポーツ少年団 

神川町少林寺拳法スポーツ少年団 

神川 JVC スポーツ少年団 

熊谷東サッカースポーツ少年団 

石原サッカースポーツ少年団 

熊谷さくらスポーツ少年団 

大幡サッカースポーツ少年団 

籠原スポーツ少年団 

妻沼 Jr サッカークラブスポーツ少年団 

熊谷ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

熊谷東ジュニアスポーツ少年団 

桜木ミニバスケット・ボールスポーツ少年団 

大里野球スポーツ少年団 

江南ミニバススポーツ少年団 

深谷上柴サッカースポーツ少年団 

桜ケ丘サッカースポーツ少年団 

岡部本郷サッカースポーツ少年団 

幡羅サッカースポーツ少年団 

上柴 You&Me スポーツ少年団 

根住少年野球スポーツ少年団 

おかべソフトボールスポーツ少年団 

花園女子ソフトスポーツ少年団 

男衾サッカークラブスポーツ少年団 

行田チェリーズスポーツ少年団 

三俣タイガーススポーツ少年団 
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礼羽ホークススポーツ少年団 

大桑ジャイアンツスポーツ少年団 

加須東少年野球クラブスポーツ少年団 

樋遣川ブルースターズスポーツ少年団 

志多見レッドウイングスポーツ少年団 

騎西ジャガーズスポーツ少年団 

鴻茎スワローズスポーツ少年団 

北川辺ファイヤーズスポーツ少年団 

三俣サッカースポーツ少年団 

北川辺サッカースポーツ少年団 

大利根サッカースポーツ少年団 

大桑少女バレーボールスポーツ少年団 

樋遣川バレーボールスポーツ少年団 

友愛バレーボールスポーツ少年団 

大桑クイーンズスポーツ少年団 

加須ジュニアテニススポーツ少年団 

加須ポパイズスポーツ少年団 

羽生サッカースポーツ少年団 

井泉ミニバススポーツ少年団 

岩瀬サッカースポーツ少年団 

手子林サッカースポーツ少年団 

武里レインボーズスポーツ少年団 

三枚橋ファイターズスポーツ少年団 

牛島バッファローズスポーツ少年団 

ニュー武里ジャンボーズスポーツ少年団 

豊春ジャガーズスポーツ少年団 

リトル朝日少年野球クラブスポーツ少年団 

ヤングタイガーススポーツ少年団 

フジメイツ少年野球スポーツ少年団 

豊春ライターズスポーツ少年団 

八木崎ジャガーズスポーツ少年団 

上沖イーグルススポーツ少年団 

レッドイーグルススポーツ少年団 

リトルベアーズスポーツ少年団 

立野ファイターズスポーツ少年団 

桜川ジャガーズスポーツ少年団 

庄和フェニックススポーツ少年団 

レッドファイターズスポーツ少年団 

春日部剣道会スポーツ少年団 

大池剣道スポーツ少年団 

豊春剣道愛好会スポーツ少年団 

武里ソフトボールスポーツ少年団 

正善スポーツ少年団 

東急武里ソフトボールスポーツ少年団 

幸松ソフトボールスポーツ少年団 

武里サッカークラブスポーツ少年団 

春日部谷中サッカースポーツ少年団 

大畑サッカースポーツ少年団 

豊春サッカークラブスポーツ少年団 

栄町キッカーズスポーツ少年団 

春日部幸松ジュニアフットボールクラブスポーツ少年団 

小渕サッカースポーツ少年団 

上沖サッカースポーツ少年団 

粕壁サッカースポーツ少年団 

大増サンライズ FCスポーツ少年団 

FC バンビーノスポーツ少年団 

ストームサッカークラブスポーツ少年団 

庄和ファイターズサッカースポーツ少年団 

武里柔道クラブスポーツ少年団 

幸心館柔道スポーツ少年団 

春日部警察署少年柔道クラブスポーツ少年団 

幸松ミニバスケットボールスポーツ少年団 

内牧ミニバスケットボールスポーツ少年団 

庄和ミニバスケットボールスポーツ少年団 

庄和シャトルズスポーツ少年団 

白桜剣友会スポーツ少年団 

大相模剣道スポーツ少年団 

忍誠館空手道スポーツ少年団 

桜井サッカースポーツ少年団 

桜南サッカースポーツ少年団 

サンシンサッカースポーツ少年団 

宮本サッカースポーツ少年団 

越谷 FC ジュニアスポーツ少年団 

越谷 FC メニーノスポーツ少年団 

川柳 JFC スポーツ少年団 

FC 蒲生東スポーツ少年団 

久喜少年野球クラブスポーツ少年団 

太田クラブスポーツ少年団 
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久喜ファイターズスポーツ少年団 

久喜ライオンズ野球スポーツ少年団 

清久スターズスポーツ少年団 

久喜ジャガーズスポーツ少年団 

青葉エンゼルススポーツ少年団 

青葉メジャースポーツ少年団 

久喜レインボーズスポーツ少年団 

菖蒲ジャイアンツスポーツ少年団 

三箇ライオンズスポーツ少年団 

菖南イーグルススポーツ少年団 

静イーグルスポーツ少年団 

栗橋ジャイアンツスポーツ少年団 

南栗橋ファイターズスポーツ少年団 

わし宮タイガーススポーツ少年団 

鷲宮クラブスポーツ少年団 

桜田チェリーズスポーツ少年団 

久喜少年サッカークラブスポーツ少年団 

久喜キッカーズスポーツ少年団 

久喜ペアーズスポーツ少年団 

FC 清久スポーツ少年団 

江面ファーストサッカークラブスポーツ少年団 

本町クラブスポーツ少年団 

久喜東フットボールクラブスポーツ少年団 

菖蒲ウイングスサッカースポーツ少年団 

森下ドリームススポーツ少年団 

栗橋ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

鷲宮バッファローズスポーツ少年団 

砂原サッカースポーツ少年団 

東鷲宮 FCスポーツ少年団 

久喜ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

スカイフラワーズスポーツ少年団 

青葉ホップススポーツ少年団 

青毛ウィングススポーツ少年団 

久喜フレンズスポーツ少年団 

本町ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

太田ホワイトシャトルズスポーツ少年団 

江面シルバースマッシュスポーツ少年団 

青葉ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団 

ビッキーズスポーツ少年団 

アップルズスポーツ少年団 

久喜ペガサスバレーボールスポーツ少年団 

菖蒲 Jr.バレーボールスポーツ少年団 

ユニティガールズスポーツ少年団 

サウスガールズスポーツ少年団 

ラッキーラビットスポーツ少年団 

さくらだ ST スポーツ少年団 

八条フットボールクラブスポーツ少年団 

八潮中央サッカースポーツ少年団 

八潮柔道講武館スポーツ少年団 

西袋少年野球部スポーツ少年団 

立花キッカーズスポーツ少年団 

三郷フットボールクラブジュニアスポーツ少年団 

彦成フットボールクラブスポーツ少年団 

三郷エンジェルススポーツ少年団 

ヤングフェニックススポーツ少年団 

蓮田レックス FC スポーツ少年団 

黒浜シュクラーズスポーツ少年団 

蓮田ライオンズスポーツ少年団 

蓮田ジャイアンツスポーツ少年団 

蓮田市柔道会スポーツ少年団 

黒浜ジェッツスポーツ少年団 

蓮田サウス・シャトラーズスポーツ少年団 

中央フライズスポーツ少年団 

蓮田市城剣友会スポーツ少年団 

蓮田北少女バレーボールクラブスポーツ少年団 

蓮田キッカーズスポーツ少年団 

蓮田市少年剣友会スポーツ少年団 

蓮田錬心館スポーツ少年団 

ガッツスポーツ少年団 

上高野クリッパーズスポーツ少年団 

長倉ロビンススポーツ少年団 

幸小ジュニアスポーツ少年団 

栄少年軟式野球クラブスポーツ少年団 

八代少年野球スポーツ少年団 

行幸少女バレースポーツ少年団 

さくらキッズスポーツ少年団 

上高野少年サッカースポーツ少年団 

吉田ジャガーズスポーツ少年団 
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ブルーファイターズスポーツ少年団 

権現堂川ファイターズスポーツ少年団 

さくらサッカースポーツ少年団 

幸手白翔スポーツ少年団 

幸手市リーダー会スポーツ少年団 

吉川ミニバスケットボールスポーツ少年団 

西少女ソフトクラブスポーツ少年団 

白岡南サッカースポーツ少年団 

白岡サッカースポーツ少年団 

白南ボーイズスポーツ少年団 

白鳩ジュニアーズスポーツ少年団 

白岡イーグルススポーツ少年団 

大山バッファローズスポーツ少年団 

白岡ファイターズスポーツ少年団 

菁莪キッカーズスポーツ少年団 

高岩イヤーズスポーツ少年団 

三光グリーンシスターズスポーツ少年団 

菁莪クラブスポーツ少年団 

白岡総合第一スポーツ少年団 

篠津小総合クラブスポーツ少年団 

白岡 JVC スポーツ少年団 

宮代剣友会スポーツ少年団 

須賀剣友会スポーツ少年団 

須賀ファイターズスポーツ少年団 

宮代アトラススポーツ少年団 

百間エンジョイスポーツ少年団 

百間サッカースポーツ少年団 

宮代東フットボールクラブ 

V-RAVE 宮代サッカー少年団 

宮代東少女バレースポーツ少年団 

宮代空手スポーツ少年団 

宮代ミニバスケットボールスポーツ少年団 

杉戸サッカースポーツ少年団 

杉戸いずみサッカースポーツ少年団 

杉戸泉剣友会スポーツ少年団 

泉パイレーツスポーツ少年団 

杉戸倉松サッカースポーツ少年団 

諏訪サッカースポーツ少年団 

清地ファイターズスポーツ少年団 

杉戸レッドスターズスポーツ少年団 

杉戸西サッカースポーツ少年団 

杉戸ジュニアテニススポーツ少年団 

杉戸ウエストジュニアスポーツ少年団 

倉松ジャガーズスポーツ少年団 

堤根ブルービッキーズスポーツ少年団 

杉戸西剣友会スポーツ少年団 

杉戸西ドラゴンズスポーツ少年団 

松伏イーグルススポーツ少年団 

松伏 FC スポーツ少年団 

松伏ジュリアスポーツ少年団 

松伏リバーススポーツ少年団 

小川町剣道第一スポーツ少年団 

小川野球第一スポーツ少年団 

小川野球第二スポーツ少年団 

八和田野球スポーツ少年団 

小川サッカースポーツ少年団 

小川ジュニアテニススポーツ少年団 

小川町空手道スポーツ少年団 

小川町柔道スポーツ少年団 

小川町陸上スポーツ少年団 

永空館空手道スポーツ少年団 

竹沢バレースポーツ少年団 

東小川イーグルス野球スポーツ少年団 

小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 

松原剣道スポーツ少年団 

松原ヤンガーススポーツ少年団 

新里イーグルススポーツ少年団 

谷塚グレードジャガーズスポーツ少年団 

小山ファイヤーズスポーツ少年団 

松原ブレーブススポーツ少年団 

中根ファイターズスポーツ少年団 

大和野球スポーツ少年団 

ヤハタスポーツクラブスポーツ少年団 

せざきベアーズスポーツ少年団 

高砂ヤンキーススポーツ少年団 

 

【千葉県スポーツ少年団】 

市川ラグビースポーツ少年団 
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小金原ビクトリースポーツ少年団 

公津少年野球クラブスポーツ少年団 

成田レッドソックススポーツ少年団 

成田サッカースポーツ少年団 

成田卓球スポーツ少年団 

水郷サッカースポーツ少年団 

佐原柔友会スポーツ少年団 

香取ファイターズスポーツ少年団 

新島野球クラブスポーツ少年団 

佐原ジュニアナイツスポーツ少年団 

大利根柔道スポーツ少年団 

佐原剣友会スポーツ少年団 

千葉県警察空手部少年部瑞穂スポーツ少年団 

小見川ミニバスケットボールスポーツ少年団 

小見川バドミントンスポーツ少年団 

小見川サッカースポーツ少年団 

府馬 MBC スポーツ少年団 

北条スターズ野球スポーツ少年団 

館山スターズサッカースポーツ少年団 

館山スターズバレーボールスポーツ少年団 

富﨑剣道スポーツ少年団 

館山 1stJr サッカースポーツ少年団 

那古ニュースターズスポーツ少年団 

館山ジュニアスポーツ少年団 

船形剣道スポーツ少年団 

館山エンジェルススポーツ少年団 

神戸剣道スポーツ少年団 

黎明スポーツ少年団 

館野剣道クラブスポーツ少年団 

館山リトルエンジェルススポーツ少年団 

鏡ヶ浦ジュニアテニススポーツ少年団 

西岬トーショーズスポーツ少年団 

那古剣道スポーツ少年団 

館山城剣道スポーツ少年団 

第一中西剣道スポーツ少年団 

第二中西剣道スポーツ少年団 

九重剣道スポーツ少年団 

豊房シーガルススポーツ少年団 

房南剣道スポーツ少年団 

館野ファミリーズスポーツ少年団 

修武館第一剣道スポーツ少年団 

汐入剣道スポーツ少年団 

周南剣道スポーツ少年団 

君津周西クラブスポーツ少年団 

八重原剣道クラブスポーツ少年団 

野間会スポーツ少年団 

（社）日本空手協会 濤心館本部スポーツ少年団 

金谷剣志会スポーツ少年団 

富津アストロタイガーススポーツ少年団 

大貫少年野球クラブスポーツ少年団 

練心会スポーツ少年団 

湊少年野球クラブスポーツ少年団 

天羽オールスターズスポーツ少年団 

天羽中剣志会スポーツ少年団 

青堀少年野球クラブスポーツ少年団 

佐貫清心会スポーツ少年団 

飯野少年野球クラブスポーツ少年団 

富津小フットボールクラブスポーツ少年団 

武道会連合龍神館スポーツ少年団 

青堀サッカークラブスポーツ少年団 

FC 富津スポーツ少年団 

吉野ボーイズスポーツ少年団 

福岡鴇嶺ミニバスケットクラブスポーツ少年団 

正気ドリームスポーツ少年団 

東金ドリームスポーツ少年団 

茂原 B.B.M スポーツ少年団 

小轡ジュニアーズスポーツ少年団 

本納パワーズスポーツ少年団 

FC 中の島スポーツ少年団 

茂原サッカークラブスポーツ少年団 

茂原西スポーツ少年団 

鶴枝スポーツ少年団 

豊田キッドシャークススポーツ少年団 

四街道市空手スポーツ少年団 

浦安キングスタースポーツ少年団 

浦安レッドシャークススポーツ少年団 

ハヤブサスポーツ少年団 

鎌ケ谷中部スポーツ少年団 
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濤空会スポーツ少年団 

濤拳鎌ケ谷スポーツ少年団 

NBC（長浦少年野球クラブ）スポーツ少年団 

根形スターズスポーツ少年団 

野里ワイズウルフスポーツ少年団 

東庄町空手道協会スポーツ少年団 

東庄スポーツ少年団ホークス 

 

【東京都スポーツ少年団】 

佃島スポーツ少年団 

月島バドミントンスポーツ少年団 

オール麻布スポーツ少年団 

青山イーグルススポーツ少年団 

白金ファイターズスポーツ少年団 

ジュニア大門スポーツ少年団 

高輪クラブスポーツ少年団 

高輪台ファイターズスポーツ少年団 

東京サニーズスポーツ少年団 

本村クラブスポーツ少年団 

西戸山卓球スポーツ少年団 

新宿柏木スポーツ少年団 

新宿区落合スポーツ少年団 

新宿区空手スポーツ少年団 

茗荷谷クラブスポーツ少年団 

大塚ミスギホープスポーツ少年団 

豊島ヶ丘ラークススポーツ少年団 

駒込チャイルド・オール駒込スポーツ少年団 

菊坂ファイヤーズスポーツ少年団 

西千タイガーススポーツ少年団 

目黒ピーターススポーツ少年団 

ヤングホークススポーツ少年団 

六郷スポーツ少年団 

大森ファイターズスポーツ少年団 

玉川スポーツ少年団 

二子玉川スポーツ少年団 

本町スポーツ少年団 

初台地区スポーツ少年団 

笹塚スポーツ少年団 

大向スポーツ少年団 

上原富ヶ谷スポーツ少年団 

杉並区なぎなたスポーツ少年団 

荻窪ビクトリースポーツ少年団 

高井戸東少年野球クラブスポーツ少年団 

堀小スワローズスポーツ少年団 

親和会スポーツ少年団 

イーグルスポーツ少年団 

ストロングスポーツ少年団 

上池袋スポーツ少年団 

仲町会スポーツ少年団 

豊島区なぎなた連盟スポーツ少年団 

千早スポーツ少年団 

高南スポーツ少年団 

豊島区バドミントンスポーツ少年団 

目白スポーツ少年団 

大塚スネイクススポーツ少年団 

十条イーグルススポーツ少年団 

豊島クラブファイブスポーツ少年団 

北区なぎなたスポーツ少年団 

北区スキースポーツ少年団 

スワンバドミントンスポーツ少年団 

東京石神井スポーツ少年団 

光が丘スポーツ少年団 

舎人スポーツ少年団 

弥生第二スポーツ少年団 

足立ファイヤーズスポーツ少年団 

弥生スポーツ少年団 

全千寿 J.V.C.スポーツ少年団 

エレファントコキリサッカースポーツ少年団 

末広ファルコンズスポーツ少年団 

ウルトラファイターズスポーツ少年団 

謙交塾空手道スポーツ少年団 

八王子少林寺拳法スポーツ少年団 

八王子水泳スポーツ少年団 

八王子バドミントン中央スポーツ少年団 

八王子乗馬スポーツ少年団 

八王子リトルリーグスポーツ少年団 

八王子なぎなたスポーツ少年団 

武蔵野市スキースポーツ少年団 
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あおぎりスポーツ少年団 

つつじヶ丘スポーツ少年団 

調布市なぎなたスポーツ少年団 

みどりスポーツ少年団 

小金井本町スポーツ少年団 

貫井ジュニアーズスポーツ少年団 

小金井ビクトリースポーツ少年団 

サンライターズスポーツ少年団 

小金井アトムズ少年野球クラブスポーツ少年団 

緑小ユニオンズスポーツ少年団 

南小レッドイーグルススポーツ少年団 

サンファイターズスポーツ少年団 

三小メッツスポーツ少年団 

国分寺テニススポーツ少年団 

サンショウクラブスポーツ少年団 

神宝ファイターズスポーツ少年団 

東久留米ハッピーズスポーツ少年団 

野火止コンドルズスポーツ少年団 

ウエスト・キングスポーツ少年団 

東久留米リトルシニアスポーツ少年団 

ドリームセブンスポーツ少年団 

滝山ジュピターズスポーツ少年団 

 

【神奈川県スポーツ少年団】 

おなりサッカースポーツ少年団 

秦野本町スポーツ少年団 

リトルジャイアンツスポーツ少年団 

秦野ペッカーズスポーツ少年団 

秦野東スポーツ少年団 

秦野乗馬スポーツ少年団 

コメッツスポーツ少年団 

渋沢スポーツ少年団 

剣修会スポーツ少年団 

小山剣道スポーツ少年団 

上溝柔道教室スポーツ少年団 

大野北少年柔道教室スポーツ少年団 

上溝剣友会スポーツ少年団 

和道流相模原支部スポーツ少年団 

相模ブルーバッズスポーツ少年団 

厚木玉川スポーツ少年団 

南毛利柔道スポーツ少年団 

荻野サッカースポーツ少年団 

逗子柔道スポーツ少年団 

柳陰スポーツ少年団 

小坪マリナーズスポーツ少年団 

池子パイレーツスポーツ少年団 

沼間グリーンファイターズスポーツ少年団 

逗子オリーブススポーツ少年団 

松浪スポーツ少年団 

さがみサンダーススポーツ少年団 

座間ニュースターズスポーツ少年団 

相模が丘ブラザーズスポーツ少年団 

イエロースネークススポーツ少年団 

座間ブレーブススポーツ少年団 

東原ラビットスポーツ少年団 

座間ビーバーズスポーツ少年団 

座間パワーズスポーツ少年団 

かもめスポーツ少年団 

神奈川県糸東会空手道スポーツ少年団 

横浜糸東会空手道スポーツ少年団 

武山テントルズスポーツ少年団 

吉倉少年野球部スポーツ少年団 

鷹取トップススポーツ少年団 

郷成ボスターズスポーツ少年団 

久里浜剣士会第 1スポーツ少年団 

久里浜剣士会第 2スポーツ少年団 

横須賀イーグルススポーツ少年団 

久里浜剣友会第 1スポーツ少年団 

久里浜剣友会第 2スポーツ少年団 

久里浜剣友会第 3スポーツ少年団 

久里浜剣友会第 4スポーツ少年団 

横須賀リトルファイターズスポーツ少年団 

たかとりキッカーズスポーツ少年団 

夏島ヤングスターズスポーツ少年団 

YOKOSUKA エラーズスポーツ少年団 

湘南武山フェニックススポーツ少年団 

レインボーファイターズスポーツ少年団 

武山パワーズスポーツ少年団 
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横須賀ジャガーズスポーツ少年団 

夏島第 1スポーツ少年団 

横須賀スターズスポーツ少年団 

長沢イーグルススポーツ少年団 

鴨居ドルフィンズスポーツ少年団 

馬堀 FC ルンデスポーツ少年団 

かもめ剣道スポーツ少年団 

二葉ホークススポーツ少年団 

船越ファイターズスポーツ少年団 

鵠洋アーセナルスポーツ少年団 

辻堂少年野球クラブスポーツ少年団 

善行野球スポーツ少年団 

本町サッカースポーツ少年団 

明治フリーバーズスポーツ少年団 

FC 湘南辻堂スポーツ少年団 

村岡キッカーズスポーツ少年団 

藤沢ラグビースクールスポーツ少年団 

秋葉台サッカースポーツ少年団 

鵠南フットボールクラブスポーツ少年団 

遠藤道場スポーツ少年団 

善行サッカースポーツ少年団 

六会レッズスポーツ少年団 

石井道場スポーツ少年団 

明治ミニバスケットボールスポーツ少年団 

湘南ブルーサンダーススポーツ少年団 

羽鳥サッカースポーツ少年団 

御所見バレーボールスポーツ少年団 

明治オリオンズスポーツ少年団 

高谷少年野球クラブスポーツ少年団 

スカイラークバレーボールスポーツ少年団 

藤沢スカイバレーボールスポーツ少年団 

秋葉台バドミントンスポーツ少年団 

大道バドミントンスポーツ少年団 

藤沢 FC スポーツ少年団 

善行リトルエンゼルススポーツ少年団 

羽鳥バレーボールスポーツ少年団 

藤沢 JVC スポーツ少年団 

つかさサッカークラブスポーツ少年団 

滝の沢ロビンススポーツ少年団 

新林サッカー友の会スポーツ少年団 

藤沢本町ミニバスケットボールスポーツ少年団 

スカイブルーサッカースポーツ少年団 

FC 高谷 04サッカースポーツ少年団 

長後バドミントンスポーツ少年団 

藤沢大庭 FC スポーツ少年団 

富士見台サッカースポーツ少年団 

大道サッカースポーツ少年団 

小糸サッカースポーツ少年団 

辻堂イースタンジュニアーズスポーツ少年団 

大清水バドミントンスポーツ少年団 

長後ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大越サッカースポーツ少年団 

フレンドリークラブ湘南スポーツ少年団 

善行大越 FROGS バレーボールスポーツ少年団 

小糸バドミントンスポーツ少年団 

藤沢市水泳協会ジュニアスポーツ少年団 

富士見台ミニバスケットボールスポーツ少年団 

小川道場スポーツ少年団 

大濤会湘濤塾スポーツ少年団 

富士見台ベアーズスポーツ少年団 

FC 大庭レディーススポーツ少年団 

湘南 222 天神ミニバスケットボールスポーツ少年団 

トータスクラブスポーツ少年団 

駒寄ツインズスポーツ少年団 

鵠沼サッカースポーツ少年団 

ブルースターズスポーツ少年団 

ホワイトライオンズスポーツ少年団 

ジャガーズスポーツ少年団 

桜ヶ丘スラッガーズスポーツ少年団 

ホワイトキングス少年野球スポーツ少年団 

 

【山梨県スポーツ少年団】 

伊勢野球スポーツ少年団 

朝日野球スポーツ少年団 

千塚野球スポーツ少年団 

北新野球スポーツ少年団 

甲運野球スポーツ少年団 

玉諸野球スポーツ少年団 
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大国野球スポーツ少年団 

国母サッカースポーツ少年団 

大里サッカースポーツ少年団 

羽黒サッカースポーツ少年団 

琢美剣道スポーツ少年団 

穴切剣道スポーツ少年団 

伊勢剣道スポーツ少年団 

朝日剣道スポーツ少年団 

貢川剣道スポーツ少年団 

新田剣道スポーツ少年団 

里垣バレーボールスポーツ少年団 

羽黒バレーボールスポーツ少年団 

甲府合氣道スポーツ少年団 

甲府フィギュアスケートスポーツ少年団 

神金野球スポーツ少年団 

塩山フレンドスポーツ少年団 

少林寺拳法塩山スポーツ少年団 

都留市剣道スポーツ少年団 

都留ミニバスケットボールスポーツ少年団 

東桂少年野球部スポーツ少年団 

開地少年野球スポーツ少年団 

禾生少年野球クラブスポーツ少年団 

宝少年野球スポーツ少年団 

禾生ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大輪少年野球スポーツ少年団 

東桂バレーボールスポーツ少年団 

三吉バレーボールスポーツ少年団 

菅野川ミニバススポーツ少年団 

都留市空手スポーツ少年団 

金山少年野球スポーツ少年団 

都留 VMC サッカースポーツ少年団 

日川野球スポーツ少年団 

山梨柔道スポーツ少年団 

八幡バレーボールスポーツ少年団 

日川バレーボールスポーツ少年団 

日下部バレーボールスポーツ少年団 

日下部男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

日下部女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

加納岩ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大月剣道スポーツ少年団 

猿橋剣道スポーツ少年団 

笹子野球スポーツ少年団 

初狩野球スポーツ少年団 

畑倉野球スポーツ少年団 

真木野球スポーツ少年団 

大月クラブ野球スポーツ少年団 

猿橋クラブスポーツ少年団 

下和田少年野球クラブスポーツ少年団 

強瀬ミニバスケットボールスポーツ少年団 

フットボールクラブ富浜スポーツ少年団 

エス・ヴィエントサッカースポーツ少年団 

鳥沢剣道スポーツ少年団 

猿橋バレースポーツ少年団 

初狩ミニバスケットボールスポーツ少年団 

大月東タートルスミニバスケットボールスポーツ少年団 

鳥沢ミニバスケットボールスポーツ少年団 

猿橋ミニバスケットボールスポーツ少年団 

富浜柔道スポーツ少年団 

嵐峰会剣道スポーツ少年団 

韮崎バレーボールスポーツ少年団 

穂坂水泳スポーツ少年団 

白根剣道スポーツ少年団 

若草剣道スポーツ少年団 

若草バイキングサッカースポーツ少年団 

小淵沢水泳スポーツ少年団 

泉ミニバスケットボールスポーツ少年団 

須玉野球スポーツ少年団 

高根剣道スポーツ少年団 

白州町卓球スポーツ少年団 

高根サッカースポーツ少年団 

高根ミニバススポーツ少年団 

明野バスケットボールスポーツ少年団 

小淵沢剣道スポーツ少年団 

たかね野球スポーツ少年団 

白州野球スポーツ少年団 

須玉ミニバススポーツ少年団 

須玉剣道スポーツ少年団 

長坂バレーボールスポーツ少年団 
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長坂野球スポーツ少年団 

明野剣道スポーツ少年団 

泉剣道スポーツ少年団 

明野野球スポーツ少年団 

明野ビクトリーズバレースポーツ少年団 

須玉バレーボールスポーツ少年団 

清里ミニバススポーツ少年団 

泉バレーボールスポーツ少年団 

小淵沢野球スポーツ少年団 

泉スケートスポーツ少年団 

高根北野球スポーツ少年団 

泉ファイターズ野球スポーツ少年団 

清里剣道スポーツ少年団 

北杜 FC サッカースポーツ少年団 

武川バレーボールスポーツ少年団 

竜南野球スポーツ少年団 

釜水サッカースポーツ少年団 

双葉サッカースポーツ少年団 

敷島剣道スポーツ少年団 

天真会剣道スポーツ少年団 

竜王少林寺拳法スポーツ少年団 

石和柔道会スポーツ少年団 

石和剣道スポーツ少年団 

石和富士見剣道スポーツ少年団 

石和バレー部スポーツ少年団 

石和ソフトテニススポーツ少年団 

石和少林寺拳法スポーツ少年団 

石和富士見野球スポーツ少年団 

石和東野球スポーツ少年団 

石和北野球スポーツ少年団 

石和サッカースポーツ少年団 

石和空手道スポーツ少年団 

御坂柔道スポーツ少年団 

御坂剣道スポーツ少年団 

御坂サッカースポーツ少年団 

御坂バレースポーツ少年団 

御坂ミドルサッカースポーツ少年団 

御坂卓球スポーツ少年団 

御坂ミニバススポーツ少年団 

一宮体操ジュニアスポーツ少年団 

一宮町ソフトテニススポーツ少年団 

一宮町柔道スポーツ少年団 

一宮町剣道スポーツ少年団 

一宮サッカースポーツ少年団 

一宮町陸上スポーツ少年団 

八代剣道スポーツ少年団 

八代野球スポーツ少年団 

浅川 Jr バレーボールスポーツ少年団 

浅川ジュニアサッカースポーツ少年団 

八代柔道スポーツ少年団 

八代ミニバススポーツ少年団 

八代卓球スポーツ少年団 

八代少林寺スポーツ少年団 

境川野球スポーツ少年団 

境川ソフトテニススポーツ少年団 

春日居町剣道スポーツ少年団 

春日居町空手道スポーツ少年団 

春日居女子バレースポーツ少年団 

春日居支部スポーツ少年団野球部 

春日居ミニバスケットボールスポーツ少年団 

春日居町水泳スポーツ少年団 

秋山・島田クラブスポーツ少年団 

桂畔ソフトテニススポーツ少年団 

天心館スポーツ少年団 

上野原ゼルコウバ野球スポーツ少年団 

上野原空手道スポーツ少年団 

上野原リトルジャイアンツスポーツ少年団 

上野原剣道スポーツ少年団 

四方津ファイターズスポーツ少年団 

Y･S フェニックススポーツ少年団 

北神館空手道スポーツ少年団 

リヴィエール FC スポーツ少年団 

富士川町バレーボールスポーツ少年団 

市川大門柔道スポーツ少年団 

昭和町野球スポーツ少年団 

昭和町サッカースポーツ少年団 

昭和町少女バレーボールスポーツ少年団 

押原ミニバスケットボールスポーツ少年団 
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昭和空手クラブスポーツ少年団 

押原ミドルサッカースポーツ少年団 

昭和剣道スポーツ少年団 

忍野卓球スポーツ少年団 

鳴沢村剣道スポーツ少年団 

鳴沢村野球スポーツ少年団 

 

【長野県スポーツ少年団】 

中野市剣道スポーツ少年団 

中野市柔道スポーツ少年団 

中野市空手道スポーツ少年団 

中野市サッカースポーツ少年団 

中野市北部育成会剣道スポーツ少年団 

駒ヶ根市剣道スポーツ少年団 

駒ヶ根市柔道スポーツ少年団 

駒ヶ根市少林寺拳法スポーツ少年団 

駒ヶ根市空手スポーツ少年団 

駒ヶ根市バドミントンスポーツ少年団 

駒ヶ根市バレーボールスポーツ少年団 

駒ヶ根市サッカースポーツ少年団 

駒ヶ根市バスケットボールスポーツ少年団 

駒ヶ根市硬式野球スポーツ少年団 

坂城町スポーツ少年団 

吉田スポーツ少年団 

塩尻空手道グレープススポーツ少年団 

塩尻西サッカースクールスポーツ少年団 

洗馬スポーツ少年団 

高出スポーツ少年団 

塩尻市剣道スポーツ少年団 

塩尻市卓球スポーツ少年団 

東健児スポーツ少年団 

小諸市サッカースポーツ少年団 

小諸キッズレスリングクラブスポーツ少年団 

小諸少年柔道スポーツ少年団 

大町サッカースポーツ少年団 

おおまち剣道スポーツ少年団 

常盤柔道スポーツ少年団 

日本空手道剛誠館空手道スポーツ少年団 

大町市少年硬式野球連盟スポーツ少年団 

公道会空手スポーツ少年団 

大町スケートスポーツ少年団 

松川村柔道スポーツ少年団 

松川村剣道スポーツ少年団 

松川村サッカースポーツ少年団 

松川村バレーボールスポーツ少年団 

祢津スポーツ少年団 

田中スポーツ少年団 

和スポーツ少年団 

滋野スポーツ少年団 

北御牧少年野球クラブスポーツ少年団 

和剣道スポーツ少年団 

尚武館剣道スポーツ少年団 

手長丘スポーツ少年団 

霧ヶ峰スキースポーツ少年団 

豊田野球スポーツ少年団 

豊田柔道スポーツ少年団 

豊田剣道スポーツ少年団 

四賀ドラゴンズスポーツ少年団 

中洲剣道スポーツ少年団 

豊田バレーボールスポーツ少年団 

諏訪市柔道スポーツ少年団 

諏訪湖ヨットスポーツ少年団 

湖南キラーズスポーツ少年団 

諏訪市サッカースポーツ少年団 

四賀 Jr バレー部スポーツ少年団 

中洲トチンボクスポーツ少年団 

城北パワーズスポーツ少年団 

諏訪空手道スポーツ少年団 

城南スーパーエンジェルズスポーツ少年団 

諏訪市バドミントンスポーツ少年団 

新体操オリーブスポーツ少年団 

杭瀬下スポーツ少年団 

桜堂スポーツ少年団 

稲荷山スポーツ少年団 

倉科スポーツ少年団 

森スポーツ少年団 

新田スポーツ少年団 

雨宮スポーツ少年団 
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鋳物師屋スポーツ少年団 

土口スポーツ少年団 

中スポーツ少年団 

桑原スポーツ少年団 

更埴東部・屋代少年剣道クラブスポーツ少年団 

八幡スポーツ少年団 

千曲市上山田剣道スポーツ少年団 

上山田少年野球スポーツ少年団 

牟礼トランザムスポーツ少年団 

牟礼陸上スポーツ少年団 

飯綱町柔道スポーツ少年団 

FC イイヅナ牟礼スポーツ少年団 

少年軟式野球森上クラブスポーツ少年団 

少年軟式野球井上クラブスポーツ少年団 

旭ヶ丘少年軟式野球クラブスポーツ少年団 

日野少年軟式野球クラブスポーツ少年団 

中佐都バレーボールクラブスポーツ少年団 

長土呂ミニバススポーツ少年団 

泉 JSC スポーツ少年団 

佐久東ミニバススポーツ少年団 

岸野スポーツ少年団 

平賀イーグルススポーツ少年団 

佐久市空手道スポーツ少年団 

小海・北相木スポーツ少年団 

長野剣道スポーツ少年団 

南長野剣道スポーツ少年団 

長野市スキースポーツ少年団 

空手第 4団鼎空手クラブスポーツ少年団 

飯田市カラーガード隊スポーツ少年団 

空手道連盟第 2団義心館羽場スポーツ少年団 

飯田 FC スポーツ少年団 

飯田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

剣道第 1スポーツ少年団 

NPO法人日本武道総合格闘技連盟武道空手飯田少年ｸﾗﾌ゙ ｽﾎ゚ ﾂー少年団 

上郷ラグビースクールスポーツ少年団 

上郷卓球スポーツ少年団 

上郷柔道スポーツ少年団 

上郷バスケットボールスポーツ少年団 

飯田武道館スポーツ少年団 

上郷バドミントンスポーツ少年団 

高陵ジュニアスポーツ少年団 

松本市島内空手道スポーツ少年団 

なぎなた田川スポーツ少年団 

JUPIC スポーツ少年団 

鎌田サッカースポーツ少年団 

松本市合気道スポーツ少年団 

松本清水 V.B.S スポーツ少年団 

菅野サッカースポーツ少年団 

浅間空手道スポーツ少年団 

蟻ヶ崎空手道スポーツ少年団 

森口空手スポーツ少年団 

松本ヴィガエンジェルススポーツ少年団 

開智サッカースポーツ少年団 

松本北サッカースポーツ少年団 

松本松島 FC ジュニアスポーツ少年団 

南松本サッカースポーツ少年団 

松本市波田サッカースポーツ少年団 

山ノ内町剣道スポーツ少年団 

伊那市スポーツ少年団 

富県スポーツ少年団 

東春近北スポーツ少年団 

西春北スポーツ少年団 

竜東スポーツ少年団 

西春近南部剣道スポーツ少年団 

伊那北スポーツ少年団 

手良スポーツ少年団 

西友クラブスポーツ少年団 

東春近スポーツ少年団 

西春近南部スポーツ少年団 

西駒クラブスポーツ少年団 

美篶野球スポーツ少年団 

伊那中部スポーツ少年団 

伊那スターズスポーツ少年団 

イナ・イーストミニバスケットスポーツ少年団 

伊那少年サッカースクールスポーツ少年団 

 

【新潟県スポーツ少年団】 

五十嵐勇道館スポーツ少年団 
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豊栄ジュニア卓球クラブスポーツ少年団 

豊栄サッカースポーツ少年団 

躰道協会練武館スポーツ少年団 

早通少年サッカークラブスポーツ少年団 

巻剣道電光館スポーツ少年団 

新潟市ジュニアラグビースクールスポーツ少年団 

小須戸野球スポーツ少年団 

小須戸バドミントンスポーツ少年団 

荻川少年スポーツクラブスポーツ少年団 

小須戸柔道スポーツ少年団 

アストライアミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

新津柔道スポーツ少年団 

小須戸剣道スポーツ少年団 

小須戸サッカースポーツ少年団 

新津サッカースポーツ少年団 

新潟ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団 

新潟市東バレーボールスポーツ少年団 

新潟中央柔道スポーツ少年団 

女池ロードーズスポーツ少年団 

中央セントラルズスポーツ少年団 

やまなみグーニーズスポーツ少年団 

十日町少年野球クラブスポーツ少年団 

川崎剣道スポーツ少年団 

長岡大島ジュニアクラブスポーツ少年団 

栃尾フットボールクラブスポーツ少年団 

長岡西部剣道スポーツ少年団 

長岡ジュニア体操スポーツ少年団 

長岡不二スポーツ少年団 

長岡城西スポーツ少年団 

少林寺拳法長岡川西スポーツ少年団 

西小野球団隼クラブスポーツ少年団 

田島リトルライオンズスポーツ少年団 

三条サッカースポーツ少年団 

月岡剣道教室スポーツ少年団 

柏崎少林寺拳法スポーツ少年団 

新発田市剣道スポーツ少年団 

新発田市柔道スポーツ少年団 

藤塚少年野球スポーツ少年団 

紫雲寺 MBC スポーツ少年団 

加治川 JVC スポーツ少年団 

小千谷市剣道スポーツ少年団 

小千谷市柔道スポーツ少年団 

小千谷市少林寺拳法スポーツ少年団 

東小千谷ミニバスケットボールスポーツ少年団 

真人スポーツ少年団 

小千谷空手道スポーツ少年団 

小千谷ミニバスケットボールスポーツ少年団 

和泉クラブスポーツ少年団 

片貝スーパーボーイズスポーツ少年団 

アルペンジュニアチームスポーツ少年団 

加茂市体操スポーツ少年団 

加茂市剣道スポーツ少年団 

加茂市柔道スポーツ少年団 

加茂市空手スポーツ少年団 

加茂市バドミントンスポーツ少年団 

加茂市ソフトテニススポーツ少年団 

下条ファイターズスポーツ少年団 

南イーグルススポーツ少年団 

加茂市少林寺拳法スポーツ少年団 

加茂レッドアローズスポーツ少年団 

十日町空手道協会スポーツ少年団 

千手野球スポーツ少年団 

橘ドラゴンズスポーツ少年団 

川西空手道スポーツ少年団 

川西柔道スポーツ少年団 

田沢剣道スポーツ少年団 

十日町柔道スポーツ少年団 

十日町剣友会剣道スポーツ少年団 

見附市ソフトテニススポーツ少年団 

見附市柔道スポーツ少年団 

五泉市剣道連盟スポーツ少年団 

五泉スカイホークススポーツ少年団 

村上市バレーボールスポーツ少年団 

村上空手スポーツ少年団 

少林寺拳法スポーツ少年団 

村上ミニバスケットスポーツ少年団 

村上市サッカースポーツ少年団 

村上リトルファイターズスポーツ少年団 
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村上市ソフトテニススポーツ少年団 

朝日ひまわりスポーツ少年団 

吉田空手道スポーツ少年団 

燕ミニバスケットボールスポーツ少年団 

小中川野球スポーツ少年団 

分水少年野球団ベアｰズスポーツ少年団 

吉田ジュニアソフトテニススポーツ少年団 

燕西小野球スポーツ少年団 

燕武館スポーツ少年団 

粟生津少年野球団スポーツ少年団 

早川ホープススポーツ少年団 

安田リトルエンジェルススポーツ少年団 

笹神バレーボールスポーツ少年団 

分田イーグルススポーツ少年団 

神山ファイヤーズスポーツ少年団 

阿賀野市安田バドミントンスポーツ少年団 

阿賀野ビートルズスポーツ少年団 

寺社ビッグファイターズ阿賀野市野球スポーツ少年団 

笹神柔道スポーツ少年団 

水原ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団 

水原少年卓球クラブスポーツ少年団 

安田ジュニアジャイアンツスポーツ少年団 

笹岡バスターズスポーツ少年団 

はやぶさスポーツ少年団 

入広瀬柔道スポーツ少年団 

六日町ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

五十沢剣道クラブスポーツ少年団 

阿賀町野球スポーツ少年団 

 

【富山県スポーツ少年団】 

水橋天瀬スポーツ少年団 

富山市上条スポーツ少年団 

岩瀬スポーツ少年団 

萩浦スポーツ少年団 

四方フライヤーズスポーツ少年団 

八幡スポーツ少年団 

呉羽スポーツ少年団 

神明スポーツ少年団 

奥田スポーツ少年団 

広田ベイスターズスポーツ少年団 

豊田校下スポーツ少年団 

山室校下スポーツ少年団 

山室中部スポーツ少年団 

新庄スポーツ少年団 

藤ノ木スポーツ少年団 

蜷川スポーツ少年団 

凌雲館村雲道場スポーツ少年団 

呉羽剣道スポーツ少年団 

布市スポーツ少年団 

芝園剣道クラブスポーツ少年団 

船峅笹津少年野球クラブスポーツ少年団 

大沢野 JBC スポーツ少年団 

大久保サッカースポーツ少年団 

大沢野少年サッカークラブスポーツ少年団 

WONDER.MINI スポーツ少年団 

猿倉ジュニアスポーツクラブスポーツ少年団 

大沢野少年柔道クラブスポーツ少年団 

大沢野少年少女剣道教室スポーツ少年団 

鵜坂スポーツ少年団 

神保スポーツ少年団 

速星スポーツ少年団 

宮野スポーツ少年団 

古里スポーツ少年団 

音川スポーツ少年団 

山田スポーツ少年団 

富山市錬成館スポーツ少年団 

月岡スポーツ少年団 

八尾スポーツ少年団 

杉原スポーツ少年団 

保内スポーツ少年団 

大沢野北部少年野球スポーツ少年団 

二塚少女バレーボールスポーツ少年団 

川原タイガーススポーツ少年団 

福岡ヤングホークススポーツ少年団 

伏木錬成館スポーツ少年団 

福岡町卓球スポーツ少年団 

横田ライオンズスポーツ少年団 

戸出西サッカースポーツ少年団 
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FC 南星スポーツ少年団 

万葉 FC スポーツ少年団 

戸出西部サンダーススポーツ少年団 

万葉ストロンガーズスポーツ少年団 

伏木 FC スポーツ少年団 

野村レッドイーグルススポーツ少年団 

中田ロイヤルズスポーツ少年団 

高岡ソフトテニススポーツ少年団 

伏木少年柔道会スポーツ少年団 

古府ベアーズスポーツ少年団 

西条ホワイトピジョンズスポーツ少年団 

下関キングススポーツ少年団 

定塚イーグルススポーツ少年団 

西条柔道スポーツ少年団 

福岡バスケットボールスポーツ少年団 

戸出東部ハンターズスポーツ少年団 

木津ミニバススポーツ少年団 

伏木ヤングファイヤーズスポーツ少年団 

二塚ヤンキーススポーツ少年団 

成美サッカースポーツ少年団 

FC Juego（戸出東部サッカー）スポーツ少年団 

野村 FC スポーツ少年団 

FC.CAMPIONE 福岡サッカースポーツ少年団 

戸出西部ウィンスポーツ少年団 

南条バレーボールクラブスポーツ少年団 

野村少女バレーボールスポーツ少年団 

福岡町柔道スポーツ少年団 

成美ロッキーズ野球スポーツ少年団 

成美バレーボールスポーツ少年団 

成美ミニバスケットボールスポーツ少年団 

千鳥丘ファイターズスポーツ少年団 

福岡町バレーボールスポーツ少年団 

能町ユニオンパワーズスポーツ少年団 

中田柔道スポーツ少年団 

南条サザンクロススポーツ少年団 

東五位ブルースカイボーイズスポーツ少年団 

中田バレーボールスポーツ少年団 

FC プリメーラスポーツ少年団 

牧野キッズスポーツ少年団 

芳野ミニバスケットボールスポーツ少年団 

福岡町空手スポーツ少年団 

木津ソフトテニススポーツ少年団 

福岡町少年剣道クラブスポーツ少年団 

作道少年野球クラブスポーツ少年団 

下村ファイヤーズスポーツ少年団 

小杉南剣道スポーツ少年団 

中太閤山少年野球クラブスポーツ少年団 

太閤山少年野球クラブスポーツ少年団 

大島ベアーズスポーツ少年団 

小杉少年柔道クラブスポーツ少年団 

寺家小学校野球スポーツ少年団 

滑川ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

滑川インパルススポーツ少年団 

田中学童野球クラブスポーツ少年団 

寺家小サッカースポーツ少年団 

滑川西部ミニバススポーツ少年団 

滑川ミニーズミニバスケットボールスポーツ少年団 

滑川市剣道スポーツ少年団 

なめりかわ TTC スポーツ少年団 

滑川市柔道スポーツ少年団 

滑川西部サッカースポーツ少年団 

滑川ポニーテールズスポーツ少年団 

滑川東部サッカースポーツ少年団 

田家イーグルススポーツ少年団 

村椿ジュニアライオンズスポーツ少年団 

三日市ベアーズスポーツ少年団 

荻生ジャガーズスポーツ少年団 

若栗コンドルズスポーツ少年団 

椿ドリームススポーツ少年団 

若栗少女バレーボールスポーツ少年団 

黒部キッズバレーボールスポーツ少年団 

黒部ミニバスグリフィンズスポーツ少年団 

黒部ミニバスレインボーズスポーツ少年団 

黒部剣道スポーツ少年団 

黒部正拳スポーツ少年団 

黒部卓球スポーツ少年団 

黒部少年少女陸上スポーツ少年団 

宇奈月ジュニアレーシングスキースポーツ少年団 
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出町スポーツ少年団 

庄南スポーツ少年団 

砺波東部スポーツ少年団 

砺波南部スポーツ少年団 

砺波北部スポーツ少年団 

庄東スポーツ少年団 

鷹栖スポーツ少年団 

庄川スポーツ少年団 

砺波市剣道スポーツ少年団 

B&G 砺波剣道スポーツ少年団 

砺波市柔道スポーツ少年団 

福野バレーボールスポーツ少年団 

福野柔道スポーツ少年団 

福野剣道スポーツ少年団 

福野なぎなたスポーツ少年団 

福野サッカースポーツ少年団 

福野野球スポーツ少年団 

福野卓球スポーツ少年団 

福野ソフトテニススポーツ少年団 

福野バドミントンスポーツ少年団 

福野ミニバスケットボールスポーツ少年団 

福光剣道スポーツ少年団 

福光ソフトテニススポーツ少年団 

福光水泳スポーツ少年団 

福光野球スポーツ少年団 

福光卓球スポーツ少年団 

福光柔道スポーツ少年団 

福光サッカースポーツ少年団 

福光スキースポーツ少年団 

城端アスレチック・クロスカントリースポーツ少年団 

城端柔道スポーツ少年団 

城端水泳スポーツ少年団 

城端剣道スポーツ少年団 

城端バレーボールスポーツ少年団 

城端ペガサススポーツ少年団 

城端ソフトテニススポーツ少年団 

城端卓球スポーツ少年団 

立山ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

立山剣道学園スポーツ少年団 

立山町馬術スポーツ少年団 

利田馬術スポーツ少年団 

立山芦峅スポーツ少年団 

立山わんぱくクラブスポーツ少年団 

立山タイガーススポーツ少年団 

高野野球スポーツ少年団 

少林寺拳法立山スポーツ少年団 

釜ケ渕スポーツ少年団 

立山中央サッカースポーツ少年団 

新川柔道スポーツ少年団 

一精柔道スポーツ少年団 

TOMARI・フットボールクラブスポーツ少年団 

朝日町剣道スポーツ少年団 

朝日ジュニアテニススポーツ少年団 

泊サンフラワーズスポーツ少年団 

 

 

【石川県スポーツ少年団】 

河北台キッズソフトテニスクラブスポーツ少年団 

邑知少年剣道教室スポーツ少年団 

千里浜剣道スポーツ少年団 

邑知少年柔道スポーツ少年団 

越路野少年剣道スポーツ少年団 

一ノ宮少年剣道スポーツ少年団 

富永少年剣道スポーツ少年団 

羽咋ジュニアセーリングスポーツ少年団 

余喜卓球スポーツ少年団 

学童野球羽咋クラブスポーツ少年団 

邑知学童野球スポーツ少年団 

粟ノ保羽咋ミニバスケットボールクラブ男子スポーツ少年団 

粟ノ保羽咋ミニバスケットボールクラブ女子スポーツ少年団 

小立野ボーイズスポーツ少年団 

芳斉剣道スポーツ少年団 

材木スポーツ少年団 

大徳 FC スポーツ少年団 

中村わかばとスポーツ少年団 

富樫クラブスポーツ少年団 

額クラブスポーツ少年団 

金沢城北 FC スポーツ少年団 
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米泉卓球スポーツ少年団 

三馬卓球スポーツ少年団 

新神田クラッシャーズスポーツ少年団 

金沢中村少林寺拳法スポーツ少年団 

野町サッカースポーツ少年団 

此花少年剣道スポーツ少年団 

野田サッカースポーツ少年団 

游神館スポーツ少年団 

浅野川サッカースポーツ少年団 

犀川スポーツ少年団 

FC.TON Jr スポーツ少年団 

馬場スポーツ少年団 

弥生スポーツ少年団 

アカシアサッカースポーツ少年団 

額サッカースポーツ少年団 

花園スポーツ少年団 

森本少年剣道スポーツ少年団 

大徳サッカースポーツ少年団 

金石町サッカースポーツ少年団 

ゆわくスポーツ少年団 

森本サッカースポーツ少年団 

富樫サッカースポーツ少年団 

仲良しスポーツ少年団 

寺町武道館スポーツ少年団 

志賀町ホッケースポーツ少年団 

上戸双葉クラブスポーツ少年団 

国府スポーツ少年団 

能美スポーツ少年団 

苗代スポーツ少年団 

串サッカースポーツ少年団 

小松北サッカースポーツ少年団 

FC アレグリア小松スポーツ少年団 

第一翼スポーツ少年団 

コリナス Jr スポーツ少年団 

安宅サッカクラブスポーツ少年団 

新星クラブスポーツ少年団 

津幡町ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

津幡ジュニア野球スポーツ少年団 

中条ブルーインパルススポーツ少年団 

能瀬ジュニア野球スポーツ少年団 

津幡ジュニアサッカースポーツ少年団 

中条サッカースポーツ少年団 

能瀬サッカースポーツ少年団 

内灘町空手道スポーツ少年団 

アカシア剣道教室スポーツ少年団 

内灘町ジュニアトランポリンスポーツ少年団 

ねあがりスポーツ少年団 

松南剣道スポーツ少年団 

松南サッカースポーツ少年団 

蕪城剣道スポーツ少年団 

松任柔道スポーツ少年団 

松任剣道スポーツ少年団 

松任中サッカースポーツ少年団 

葵スポーツ少年団 

北陽サッカースポーツ少年団 

北陽剣道スポーツ少年団 

北陽水泳スポーツ少年団 

松陽少年野球スポーツ少年団 

松任ブルーウィングススポーツ少年団 

千代野剣道スポーツ少年団 

ラッコスイミングスポーツ少年団 

千代野エンジェルススポーツ少年団 

千代野ミニバスケットボールスポーツ少年団 

旭丘フットボールクラブスポーツ少年団 

蕪城少年野球クラブスポーツ少年団 

石川スポーツ少年団 

蕪城ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

北陽ミニバスケットボールスポーツ少年団 

笠間中サッカースポーツ少年団 

蕪城サッカースポーツ少年団 

東明剣道スポーツ少年団 

松任若体スーパースターズスポーツ少年団 

松任トランポリンクラブスポーツ少年団 

松任中剣道スポーツ少年団 

松南ドルフィンスポーツ少年団 

北星中サッカースポーツ少年団 

剣舞スポーツ少年団 

松南ドリームズスポーツ少年団 
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白山市和道会空手道スポーツ少年団 

美川 FC ジュニアスポーツ少年団 

美川少年剣道スポーツ少年団 

白山 FC ボーイズスポーツ少年団 

鳥越スポーツ少年団 

野々市市剣道スポーツ少年団 

野々市市柔道スポーツ少年団 

野々市少年少女トランポリンクラブスポーツ少年団 

野々市ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団 

野々市学童野球クラブスポーツ少年団 

野々市ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

野々市ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

御園学童野球クラブスポーツ少年団 

御園ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

菅原学童野球クラブスポーツ少年団 

菅原少年サッカークラブスポーツ少年団 

菅原ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

富陽学童野球クラブスポーツ少年団 

富陽サッカークラブスポーツ少年団 

館野学童野球クラブスポーツ少年団 

館野ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

加賀市錦城フットボールクラブジュニアスポーツ少年団 

加賀聖武館少年柔道教室スポーツ少年団 

げっとフレンズ水泳スポーツ少年団 

松陽剣道スポーツ少年団 

 

【福井県スポーツ少年団】 

円山サッカースポーツ少年団 

日新ガールズミニバスケットボールスポーツ少年団 

みのり剣道スポーツ少年団 

松本ミニバスケットボールスポーツ少年団 

明新少年野球スポーツ少年団 

森田サッカースポーツ少年団 

社南江守の里剣道スポーツ少年団 

豊陸上スポーツ少年団 

麻生津ヤンキーススポーツ少年団 

和田ブレイカーズミニバスケットスポーツ少年団 

和田バレーボールスポーツ少年団 

和田バドミントンスポーツ少年団 

鶉スポーツ少年団 

敦賀市柔道スポーツ少年団 

敦賀バドミントンスポーツ少年団 

敦賀市剣道スポーツ少年団 

西校下スポーツ少年団 

芦原野球スポーツ少年団 

芦原バレーボールスポーツ少年団 

芦原剣道スポーツ少年団 

芦原サッカースポーツ少年団 

あわら男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

本荘新郷サッカースポーツ少年団 

波松サッカースポーツ少年団 

金津ファイヤーキッズスポーツ少年団 

金津 JFC 金津サッカースポーツ少年団 

金津少女バレーボールスポーツ少年団 

金津男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

金津 MBC 女子スポーツ少年団 

金津 JFC 細呂木サッカースポーツ少年団 

細呂木ミニバスケットボールスポーツ少年団 

伊井小野球スポーツ少年団 

伊井小サッカースポーツ少年団 

吉崎小複合スポーツ少年団 

金津東野球スポーツ少年団 

金津 JFC 金津東サッカースポーツ少年団 

金津東小バドミントンスポーツ少年団 

金津剣道スポーツ少年団 

金津卓球スポーツ少年団 

岡本バレーボールスポーツ少年団 

今立サッカースポーツ少年団 

武生 FC（サッカー）スポーツ少年団 

国高卓球スポーツ少年団 

武生テニススポーツ少年団 

青郷クラブスポーツ少年団 

高浜剣道スポーツ少年団 

高浜柔道スポーツ少年団 

若狭和田スポーツ少年団 

勝山剣道スポーツ少年団 

勝山成器スポーツ少年団 

KVSS スポーツ少年団 
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MVC 勝山スポーツ少年団 

丸岡陸上スポーツ少年団 

丸岡剣道スポーツ少年団 

越前町織田剣道スポーツ少年団 

若狭町卓球スポーツ少年団 

 

【静岡県スポーツ少年団】 

金岡陸上スポーツ少年団 

ぬまたくクラブスポーツ少年団 

金岡少年野球団スポーツ少年団 

開北陸上スポーツ少年団 

第一キッドスターズスポーツ少年団 

大平スポーツ少年団 

片浜クラブサッカースポーツ少年団 

愛鷹ホークススポーツ少年団 

大岡少年野球スポーツ少年団 

原イーストジュニアスポーツ少年団 

開北リトルイーグルススポーツ少年団 

今沢エンゼルススポーツ少年団 

千本サッカースポーツ少年団 

沼津第一陸上競技スポーツ少年団 

沼津第二陸上競技スポーツ少年団 

大平サッカースポーツ少年団 

大南小ソフトボールスポーツ少年団 

門池サッカースポーツ少年団 

三小ファイターズスポーツ少年団 

沼津第三サッカースポーツ少年団 

愛鷹サッカースポーツ少年団 

今沢サッカースポーツ少年団 

四小アトムズスポーツ少年団 

浮島少年野球スポーツ少年団 

原サッカースポーツ少年団 

大岡サッカースポーツ少年団 

香貫サッカースポーツ少年団 

香貫少年野球スポーツ少年団 

門池少年野球スポーツ少年団 

アカデミック SC スポーツ少年団 

ドリームサッカースポーツ少年団 

浮島サッカースポーツ少年団 

沼津第三陸上スポーツ少年団 

沼津第五陸上スポーツ少年団 

西浦ジュニアスポーツ少年団 

長伏 VSC スポーツ少年団 

長伏ヴィーナススポーツ少年団 

錦田バンビーズスポーツ少年団 

坂少年ソフトボールクラブスポーツ少年団 

三島ゴールデンイーグルススポーツ少年団 

リトルジャイアンツスポーツ少年団 

三島南シャークススポーツ少年団 

向山バレーボールスポーツ少年団 

錦田 FC サッカースポーツ少年団 

三島西サッカースポーツ少年団 

富士根南あすなろバレーボールスポーツ少年団 

上井出ミニバスケットボールスポーツ少年団 

貴船サッカースポーツ少年団 

富丘フレンズバレーボールスポーツ少年団 

富士宮ラビットミニバスケットボールスポーツ少年団 

富士根南サッカースポーツ少年団 

芝川空手道スポーツ少年団 

大富士バレーボールスポーツ少年団 

富士宮ソフトテニススポーツ少年団 

上野バレーボールスポーツ少年団 

黒田バレーボールスポーツ少年団 

富士見バレーボールスポーツ少年団 

貴船 WEST バレーボールスポーツ少年団 

黒田ブラックボーイズスポーツ少年団 

富士宮東中央バレーボールスポーツ少年団 

芝川剣道スポーツ少年団 

宮原フェニックススポーツ少年団 

御殿場少年剣道スポーツ少年団 

御殿場リトルライオンズスポーツ少年団 

ミナミエース少年野球スポーツ少年団 

原里スーパースターズスポーツ少年団 

富士岡少年野球クラブスポーツ少年団 

神山少年野球クラブスポーツ少年団 

南伊豆コンドルズスポーツ少年団 

函南少年団野球クラブスポーツ少年団 

函南ソフトボールスポーツ少年団 
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函南ジャンプスポーツ少年団 

函南サッカースポーツ少年団 

韮山コスモススポーツ少年団 

韮山少年サッカークラブスポーツ少年団 

韮山ジュニアテニスクラブスポーツ少年団 

伊豆長岡剣道スポーツ少年団 

伊豆長岡柔道スポーツ少年団 

長岡サッカースポーツ少年団 

伊豆長岡ウイングス野球スポーツ少年団 

伊豆の国少林寺拳法スポーツ少年団 

長岡ジュニアバレースポーツ少年団 

大仁ノーススポーツ少年団 

大仁パワーズ野球スポーツ少年団 

大仁少年サッカースポーツ少年団 

大仁北サッカークラブスポーツ少年団 

大仁少年剣道部スポーツ少年団 

韮山剣道教室スポーツ少年団 

韮山柔道教室スポーツ少年団 

錬成館剣道スポーツ少年団 

韮山フェニックススポーツ少年団 

大仁ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

用宗剣道会スポーツ少年団 

田町ミニバレーボールスポーツ少年団 

長田南マリーンズスポーツ少年団 

長南水泳スポーツ少年団 

服織水泳スポーツ少年団 

井宮水泳スポーツ少年団 

安倍口サッカースポーツ少年団 

島四小サッカースポーツ少年団 

島田第一サッカースポーツ少年団 

島田第二小サッカースポーツ少年団 

島田第三サッカースポーツ少年団 

神座小サッカースポーツ少年団 

六合サッカースポーツ少年団 

島田第五サッカースポーツ少年団 

六合東サッカースポーツ少年団 

金谷サッカースポーツ少年団 

五和サッカースポーツ少年団 

島田ウエスタン野球スポーツ少年団 

島田イースタンスポーツ少年団 

初倉ファイターズスポーツ少年団 

島田イーグルススポーツ少年団 

六合少年野球団スポーツ少年団 

金谷ファイターズスポーツ少年団 

五和クラブスポーツ少年団 

川根フレンド野球スポーツ少年団 

シャーク水泳スポーツ少年団 

川根体力づくりスポーツ少年団 

大中ソフトボールスポーツ少年団 

東町ソフトボールスポーツ少年団 

伊太スポーツ少年団 

船木ソフトボールスポーツ少年団 

稲荷スポーツ少年団 

島田第四スポーツ少年団 

青島ホークス野球スポーツ少年団 

誠道館柔道スポーツ少年団 

英武館剣道スポーツ少年団 

大富ミニバスケットボールスポーツ少年団 

焼津テニススポーツ少年団 

御前崎バレーボールスポーツ少年団 

浜岡黒潮サッカースポーツ少年団 

細江サッカースポーツ少年団 

榛原ちびっ子バレーボールスポーツ少年団 

牧之原バレーボールスポーツ少年団 

相良ミニバスケットボールスポーツ少年団 

細江グリーンティーズスポーツ少年団 

牧之原剣道スポーツ少年団 

拳友空手道スポーツ少年団 

自彊サッカースポーツ少年団 

新田ソフトボールスポーツ少年団 

吉田中央野球スポーツ少年団 

吉田中央サッカースポーツ少年団 

吉田体操スポーツ少年団 

住吉サッカースポーツ少年団 

自彊野球スポーツ少年団 

吉田バレーボールスポーツ少年団 

住吉野球スポーツ少年団 

吉田町空手道スポーツ少年団 
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浜松市剣道スポーツ少年団 

積志サッカースポーツ少年団 

浜松蒲サッカースポーツ少年団 

元城サッカースポーツ少年団 

芳川北サッカースポーツ少年団 

浜松ブラッツ少年野球団 

浜松河輪サッカースポーツ少年団 

中郡サッカースポーツ少年団 

浜松養神館柔道スポーツ少年団 

掛川剣道スポーツ少年団 

桔梗が丘野球スポーツ少年団 

掛川中央野球スポーツ少年団 

原谷野球スポーツ少年団 

掛二野球スポーツ少年団 

西山口野球スポーツ少年団 

城北野球スポーツ少年団 

大坂野球スポーツ少年団 

千浜野球スポーツ少年団 

桜木野球スポーツ少年団 

西郷野球スポーツ少年団 

桜木 VSC スポーツ少年団 

和田岡少年野球団スポーツ少年団 

東山口野球スポーツ少年団 

倉真野球スポーツ少年団 

西郷 VSC スポーツ少年団 

大東剣道教室スポーツ少年団 

曽我少年野球団スポーツ少年団 

日東野球スポーツ少年団 

佐束少年野球団スポーツ少年団 

中ファイターズスポーツ少年団 

ヤマハジュビロサッカ－スク－ル掛川スポーツ少年団 

東山口 VSC スポーツ少年団 

城東少女 VSC スポーツ少年団 

大渕野球スポーツ少年団 

西山口女子バレー部スポーツ少年団 

土方野球スポーツ少年団 

曽我 VSC スポーツ少年団 

原田・原谷 VSC スポーツ少年団 

倉真女子 VSC スポーツ少年団 

千浜 VSC スポーツ少年団 

大須賀サッカースポーツ少年団 

和田岡 VSC スポーツ少年団 

桜木サッカースポーツ少年団 

大坂 SVC スポーツ少年団 

掛川桔梗女子ソフトスポーツ少年団 

掛川城北 VSC スポーツ少年団 

大須賀 VSC スポーツ少年団 

掛川 JFC89 スポーツ少年団 

山名スポーツ少年団 

袋井南スポーツ少年団 

山名少年野球クラブスポーツ少年団 

笠原スポーツ少年団 

袋井東少年野球クラブスポーツ少年団 

袋井西友ファイターズスポーツ少年団 

今井ファイターズスポーツ少年団 

袋井北少年野球スポーツ少年団 

袋井西フットボールクラブスポーツ少年団 

Y スイミングチームスポーツ少年団 

袋井アスレチッククラブスポーツ少年団 

袋井卓球スポーツ少年団 

袋井北ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

浅羽ジュニア野球スポーツ少年団 

浅羽南ジャガーズスポーツ少年団 

浅羽フットボールクラブ Ares スポーツ少年団 

浅羽剣道教室スポーツ少年団 

浅羽卓球スポーツ少年団 

浅羽ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

浅羽空手道部会スポーツ少年団 

知波田少年野球クラブスポーツ少年団 

入出少年野球スポーツ少年団 

新所少年野球クラブスポーツ少年団 

岡崎野球スポーツ少年団 

鷲津少年野球スポーツ少年団 

白須賀少年野球スポーツ少年団 

新居少年野球スポーツ少年団 

湖西剣道クラブ竹の子会スポーツ少年団 

岡崎剣友会スポーツ少年団 

岡崎西少年剣道クラブスポーツ少年団 
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新居剣道スポーツ少年団 

湖西 FC ジュニアスポーツ少年団 

新居サッカースポーツ少年団 

新居バレーボールスポーツ少年団 

新居町卓球スポーツ少年団 

湖西市おそんが柔道クラブスポーツ少年団 

森町柔道スポーツ少年団 

森少年野球スポーツ少年団 

森町飯田青葉少年野球スポーツ少年団 

宮園スポーツ少年団 

森町剣道スポーツ少年団 

森フットボールクラブアルゴススポーツ少年団 

菊川野球スポーツ少年団 

河城野球スポーツ少年団 

加茂野球スポーツ少年団 

横地野球スポーツ少年団 

内田野球スポーツ少年団 

六郷野球スポーツ少年団 

小笠北ビクトリースポーツ少年団 

小笠東イーグルススポーツ少年団 

小笠南野球スポーツ少年団 

菊川テニススポーツ少年団 

菊川陸上スポーツ少年団 

菊川卓球スポーツ少年団 

菊川バドミントンスポーツ少年団 

菊川 VSC スポーツ少年団 

小笠北 VSC スポーツ少年団 

小笠東 VSC スポーツ少年団 

小笠南 VSC スポーツ少年団 

菊川サッカースポーツ少年団 

小笠 FC スポーツ少年団 

KFC スポーツ少年団 

菊川柔道スポーツ少年団 

河城剣道スポーツ少年団 

小笠剣道スポーツ少年団 

福田剣道スポーツ少年団 

豊田グリーンズスポーツ少年団 

見付北クラブスポーツ少年団 

磐田スモールキングスポーツ少年団 

磐田東野球スポーツ少年団 

中泉クラブスポーツ少年団 

 

【愛知県スポーツ少年団】 

豊山町スポーツ少年団 

知立ベアーズスポーツ少年団 

来迎寺アイリーズスポーツ少年団 

知立団地少年野球クラブラーバススポーツ少年団 

知立西エンゼルススポーツ少年団 

北崎スポーツ少年団 

富士スポーツ少年団 

青空スポーツ少年団 

若草スポーツ少年団 

くすの木スポーツ少年団 

ふたばスポーツ少年団 

石ヶ瀬スポーツ少年団 

北山スポーツ少年団 

大府北西スポーツ少年団 

大府サッカースポーツ少年団 

共和スポーツ少年団 

哲心会スポーツ少年団 

東山スポーツ少年団 

大治野球スポーツ少年団 

大治南野球スポーツ少年団 

大治西野球スポーツ少年団 

大治サッカースポーツ少年団 

大治南サッカースポーツ少年団 

大治西サッカースポーツ少年団 

大治バレーボールスポーツ少年団 

大治南バレーボールスポーツ少年団 

大治西バレーボールスポーツ少年団 

飛島サッカースポーツ少年団 

飛島野球スポーツ少年団 

飛島テニススポーツ少年団 

飛島ミニバスケットボールスポーツ少年団 

東山スポーツ少年団 

正色スポーツ少年団 

高杉スポーツ少年団 

秀道館スポーツ少年団 



日本スポーツ少年団創設 50 周年記念事業 功労者・優秀団等表彰 
功労者・優秀団名簿 

（敬称略・順不同） 

58 
 

村雲スポーツ少年団 

南陵剣道スポーツ少年団 

南陵空手道スポーツ少年団 

連体空手哲心会スポーツ少年団 

FC セントレアスポーツ少年団 

西北ソフトスポーツ少年団 

鈴小スポーツ少年団 

大野柔道スポーツ少年団 

鬼崎剣道スポーツ少年団 

常滑柔道スポーツ少年団 

常滑スイミングスポーツ少年団 

常滑剣道スポーツ少年団 

常滑ボーイズスポーツ少年団 

常滑ファイターズスポーツ少年団 

鬼崎ラッキーズスポーツ少年団 

常滑市空手道スポーツ少年団 

稲沢東スポーツ少年団 

大里東スポーツ少年団 

稲西スポーツ少年団 

大塚スポーツ少年団 

坂田小学校区スポーツ少年団 

千代田スポーツ少年団 

大里西スポーツ少年団 

高御堂スポーツ少年団 

稲沢北スポーツ少年団 

下津スポーツ少年団 

清水スポーツ少年団 

小正スポーツ少年団 

国分スポーツ少年団 

祖父江スポーツ少年団 

平和スポーツ少年団 

蟹江少年剣道クラブスポーツ少年団 

学戸フレンズスポーツ少年団 

学戸サンボーイズスポーツ少年団 

舟入ベアーズスポーツ少年団 

あざみクラブスポーツ少年団 

三好新屋クラブスポーツ少年団 

イーグルスジュニアスポーツ少年団 

三好スターズスポーツ少年団 

三好コミュニティーズスポーツ少年団 

三好剣道教室スポーツ少年団 

岡崎こども体育教室スポーツ少年団 

岡崎子どもバスケットボールスポーツ少年団 

岡崎乗馬スポーツ少年団 

岡崎少年剣道スポーツ少年団 

岡崎なぎなたスポーツ少年団 

岡崎子供バレーボール教室スポーツ少年団 

岡崎ラグビースポーツ少年団 

岡崎子ども女子体操スポーツ少年団 

岡崎市ソフトボールスポーツ少年団 

岡崎福岡ラグビーフットボールスポーツ少年団 

岡崎福岡サッカースポーツ少年団 

岡崎福岡剣道スポーツ少年団 

福岡バレーボールスポーツ少年団 

福岡バスケットボールスポーツ少年団 

岡崎福岡バドミントンスポーツ少年団 

矢作ラグビースポーツ少年団 

矢作バレーボールスポーツ少年団 

岡崎西少年サッカースポーツ少年団 

大樹寺バレーボールスポーツ少年団 

岡崎ハッピー乗馬スポーツ少年団 

半田地区 SC 岩滑少年野球スポーツ少年団 

青山 SC 板山 JVC スポーツ少年団 

半田地区 SC 岩滑バレーボールスポーツ少年団 

半田市成岩柔道教室スポーツ少年団 

板山クラブスポーツ少年団 

半田市空手道スポーツ少年団 

大池少年剣道教室スポーツ少年団 

半田亀崎柔道会スポーツ少年団 

愛知剣心館剣道スポーツ少年団 

半田柔道青山教室スポーツ少年団 

古東スポーツ少年団 

古西スポーツ少年団 

古南スポーツ少年団 

古北スポーツ少年団 

布袋スポーツ少年団 

布袋北スポーツ少年団 

宮田スポーツ少年団 
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草井スポーツ少年団 

藤里スポーツ少年団 

門弟山スポーツ少年団 

津島柔道スポーツ少年団 

津島剣道スポーツ少年団 

津島西クラブスポーツ少年団 

津島南クラブスポーツ少年団 

津島北クラブスポーツ少年団 

津島神守ドラゴンズスポーツ少年団 

神島田クラブスポーツ少年団 

蛭間クラブスポーツ少年団 

津島東サッカースポーツ少年団 

津島西サッカースポーツ少年団 

津島南サッカースポーツ少年団 

津島北サッカースポーツ少年団 

津島神守サッカースポーツ少年団 

津島神島田サッカースポーツ少年団 

津島蛭間バレーボールスポーツ少年団 

八町レッズスポーツ少年団 

二川ピューマーズスポーツ少年団 

吉田方ファイターズスポーツ少年団 

羽根井ランパートスポーツ少年団 

植田イーグルススポーツ少年団 

多米フリッパーズスポーツ少年団 

下地メッツスポーツ少年団 

牛川パイレーツスポーツ少年団 

松葉ブラザーズスポーツ少年団 

岩田スターズスポーツ少年団 

鷹丘ホークススポーツ少年団 

野依フェニックススポーツ少年団 

芦原オネスターズスポーツ少年団 

松山ボーイズスポーツ少年団 

東田チェリーズスポーツ少年団 

細谷黒潮ボーイズスポーツ少年団 

富士見クラブスポーツ少年団 

天伯ファイターズスポーツ少年団 

小沢パワーズスポーツ少年団 

石巻ウインズスポーツ少年団 

岩西バッファローズスポーツ少年団 

空手道豊橋南スポーツ少年団 

豊橋空手道スポーツ少年団 

空手道俊和会スポーツ少年団 

空手道濤誠会スポーツ少年団 

空手道野依スポーツ少年団 

空手道二川スポーツ少年団 

岩田地区空手道スポーツ少年団 

天伯地区空手道スポーツ少年団 

石巻地区空手道スポーツ少年団 

東陽地区空手道スポーツ少年団 

飯村地区空手道スポーツ少年団 

空手道津田スポーツ少年団 

空手道俊和会港スポーツ少年団 

空手道豊橋高師スポーツ少年団 

旺武館空手道スポーツ少年団 

豊橋ミニバスケットボール教室スポーツ少年団 

豊橋南部ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

フォルツァ ITサッカースポーツ少年団 

豊橋柔道スポーツ少年団 

東部地区卓球スポーツ少年団 

 

【三重県スポーツ少年団】 

浜島野球スポーツ少年団 

浜島バレースポーツ少年団 

浜島ミニバススポーツ少年団 

浜島サッカースポーツ少年団 

大王剣道スポーツ少年団 

船越野球スポーツ少年団 

大王空手スポーツ少年団 

船越バレースポーツ少年団 

波切野球スポーツ少年団 

志摩陸上スポーツ少年団 

大王柔道スポーツ少年団 

片田スポーツ少年団 

越賀複合スポーツ少年団 

和具スポーツ少年団 

布施田スポーツ少年団 

阿児剣道スポーツ少年団 

立神スポーツ少年団 
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甲賀スポーツ少年団 

志島スポーツ少年団 

鵜方少年消防クラブスポーツ少年団 

磯部バドミントンスポーツ少年団 

成基スポーツ少年団 

新居スポーツ少年団 

万町スポーツ少年団 

大山田複合スポーツ少年団 

新居エルフバレーボールスポーツ少年団 

猪田フレンズスポーツ少年団 

大山田ジュニアバレーボール女子スポーツ少年団 

大山田サッカースポーツ少年団 

伊賀市空手道スポーツ少年団 

田端スポーツ少年団 

依那古レッドファイターズスポーツ少年団 

大山田 ACスポーツ少年団 

桑部ファイターズスポーツ少年団 

大山田スーパーボーイズスポーツ少年団 

桑名西空手道スポーツ少年団 

多度イーグルススポーツ少年団 

多度南ミニバスケットボールスポーツ少年団 

鳥羽第一野球スポーツ少年団 

安楽島野球スポーツ少年団 

加茂野球スポーツ少年団 

菅島野球スポーツ少年団 

答志剣道スポーツ少年団 

鳥武館柔道スポーツ少年団 

長岡柔道スポーツ少年団 

鳥羽マーチングスポーツ少年団 

久居柔道スポーツ少年団 

高岡卓球スポーツ少年団 

千里ヶ丘ソフトボールスポーツ少年団 

高岡バレーボールスポーツ少年団 

上野女子スポーツ少年団 

白子スポーツ少年団 

日の丸剣道スポーツ少年団 

石薬師ランニングクラブスポーツ少年団 

空手道教育研究会スポーツ少年団 

神戸フェニックススポーツ少年団 

一ノ宮クラブスポーツ少年団 

亀山柔道スポーツ少年団 

神辺スポーツ少年団 

みどりスポーツ少年団 

スモールスポーツ少年団 

亀山ナンバーワンスポーツ少年団 

関スポ少グリーンキッズスポーツ少年団 

関ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

関ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

川越町バドミントンスポーツ少年団 

川越町ミニバスケットスポーツ少年団 

川越剣道スポーツ少年団 

川越空手道スポーツ少年団 

川越サッカースポーツ少年団 

川越北野球スポーツ少年団 

川越南野球スポーツ少年団 

内城田スポーツ少年団 

名張柔道スポーツ少年団 

名張剣道スポーツ少年団 

名張市空手道スポーツ少年団 

桔梗少年野球スポーツ少年団 

名張バトン&ダンススポーツ少年団 

名張小ミニバスケットボールスポーツ少年団 

桔梗東ミニバスケットスポーツ少年団 

錦生スポーツ少年団 

すずらん台少年野球スポーツ少年団 

つつじが丘剣道教室スポーツ少年団 

つつじが丘ミニバスケットボールスポーツ少年団 

シニアリーダースポーツ少年団 

つつじが丘ファイヤーズスポーツ少年団 

名張少年野球団スポーツ少年団 

美旗グリーンベアーズスポーツ少年団 

厚生シニアスポーツ少年団 

豊浜スポーツ少年団 

明倫少年野球スポーツ少年団 

厚生野球スポーツ少年団 

二見野球スポーツ少年団 

湊マリンズスポーツ少年団 

大湊 FC スポーツ少年団 
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明倫サッカースポーツ少年団 

明倫バレーボールスポーツ少年団 

有緝スポーツ少年団 

御薗ミニバスケットボールスポーツ少年団 

修道 FC スポーツ少年団 

今一色野球スポーツ少年団 

五十鈴スピリッツスポーツ少年団 

浜郷スポーツ少年団 

二見バドミントンスポーツ少年団 

小俣バドミントンスポーツ少年団 

大湊バレースポーツ少年団 

北浜サッカースポーツ少年団 

中島スポーツ少年団 

城田インディアンススポーツ少年団 

五十鈴サッカースポーツ少年団 

有緝インパルススポーツ少年団 

小俣野球スポーツ少年団 

 

 

【岐阜県スポーツ少年団】 

羽島市柔道スポーツ少年団 

小熊スポーツ少年団 

正木スポーツ少年団 

竹鼻スポーツ少年団 

羽島中央スポーツ少年団 

堀津スポーツ少年団 

足近スポーツ少年団 

福寿ファイターズスポーツ少年団 

中島スポーツ少年団 

桑原スポーツ少年団 

少林寺拳法スポーツ少年団 

羽島市サッカースポーツ少年団 

稲羽西陸上スポーツ少年団 

稲羽東バレースポーツ少年団 

稲羽西バレースポーツ少年団 

那加第一バレースポーツ少年団 

各務バレースポーツ少年団 

那加第三バレースポーツ少年団 

鵜沼第一バレースポーツ少年団 

蘇原第二バレーボールスポーツ少年団 

鵜沼第三バレースポーツ少年団 

尾崎ジュニアバレースポーツ少年団 

蘇原第一ジュニアバレースポーツ少年団 

中央バレースポーツ少年団 

緑苑バレースポーツ少年団 

陵南バレースポーツ少年団 

八木山バレースポーツ少年団 

稲羽東野球スポーツ少年団 

蘇原第一野球スポーツ少年団 

鵜沼第二野球スポーツ少年団 

鵜沼第一野球スポーツ少年団 

稲羽西野球スポーツ少年団 

那加第一野球スポーツ少年団 

各務野球スポーツ少年団 

蘇原第二野球スポーツ少年団 

尾崎野球スポーツ少年団 

那加第二野球スポーツ少年団 

那加第三野球スポーツ少年団 

中央野球スポーツ少年団 

八木山野球スポーツ少年団 

陵南野球スポーツ少年団 

川島野球スポーツ少年団 

那加第一サッカースポーツ少年団 

鵜沼第一サッカースポーツ少年団 

蘇原第二サッカースポーツ少年団 

尾崎サッカースポーツ少年団 

蘇原第一サッカースポーツ少年団 

那加第二サッカースポーツ少年団 

中央サッカースポーツ少年団 

那加第三サッカースポーツ少年団 

川島サッカースポーツ少年団 

高富剣道スポーツ少年団 

巣南野球スポーツ少年団 

瑞穂陸上スポーツ少年団 

穂積野球スポーツ少年団 

合気武道スポーツ少年団 

穂積北サッカースポーツ少年団 

瑞穂市バスケットボールスポーツ少年団 
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瑞穂南野球スポーツ少年団 

巣南剣道スポーツ少年団 

巣南卓球スポーツ少年団 

糸東流空手道スポーツ少年団 

巣南サッカースポーツ少年団 

穂積卓球スポーツ少年団 

穂積バレーボールスポーツ少年団 

本巣野球スポーツ少年団 

本巣バレーボールスポーツ少年団 

本巣剣道スポーツ少年団 

本巣空手スポーツ少年団 

外山野球スポーツ少年団 

真正剣道スポーツ少年団 

席田バレーボールスポーツ少年団 

糸貫卓球スポーツ少年団 

本巣市柔道スポーツ少年団 

糸貫剣道スポーツ少年団 

北方野球スポーツ少年団 

北方剣道スポーツ少年団 

北方町空手道スポーツ少年団 

北方バレースポーツ少年団 

北方町バスケットボールスポーツ少年団 

岐阜クラブスポーツ少年団 

徹明総合スポーツ少年団 

白山スポーツ少年団 

梅林スポーツ少年団 

明郷スポーツ少年団 

華陽スポーツ少年団 

本荘スポーツ少年団 

木之本スポーツ少年団 

長良スポーツ少年団 

鷺山スポーツ少年団 

常磐スポーツ少年団 

岩野田スポーツ少年団 

長良西スポーツ少年団 

早田スポーツ少年団 

三輪南スポーツ少年団 

三輪北スポーツ少年団 

藍川スポーツ少年団 

長良東スポーツ少年団 

岩野田北スポーツ少年団 

島スポーツ少年団 

則武スポーツ少年団 

木田スポーツ少年団 

黒野スポーツ少年団 

方県スポーツ少年団 

七郷スポーツ少年団 

西郷スポーツ少年団 

合渡スポーツ少年団 

網代スポーツ少年団 

城西スポーツ少年団 

長森南スポーツ少年団 

岩スポーツ少年団 

芥見スポーツ少年団 

芥見東スポーツ少年団 

長森・日野スポーツクラブスポーツ少年団 

三里スポーツ少年団 

加納東スポーツ少年団 

加納西スポーツ少年団 

茜部スポーツ少年団 

岐阜鶉スポーツ少年団 

精華スポーツクラブスポーツ少年団 

厚見スポーツ少年団 

日置江スポーツ少年団 

柳津スポーツ少年団 

岐阜市ジュニアリーダー会スポーツ少年団 

岐阜ラグビースクールスポーツ少年団 

岩野田空手スポーツ少年団 

長良地区空手スポーツ少年団 

岐阜空手スポーツ少年団 

長森空手スポーツ少年団 

神戸町野球スポーツ少年団 

高田クラブスポーツ少年団 

養老剣道スポーツ少年団 

子桜柔道スポーツ少年団 

広幡スポーツ少年団 

上多度バレーボールスポーツ少年団 

池辺バレーボールスポーツ少年団 
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笠郷野球スポーツ少年団 

笠郷バレースポーツ少年団 

笠郷剣道スポーツ少年団 

双葉剣道スポーツ少年団 

日吉剣道スポーツ少年団 

清水野球スポーツ少年団 

いび川柔道スポーツ少年団 

小島野球スポーツ少年団 

北方野球スポーツ少年団 

結卓球スポーツ少年団 

結野球スポーツ少年団 

結バレーボールスポーツ少年団 

安八剣道スポーツ少年団 

安八柔道スポーツ少年団 

名森野球スポーツ少年団 

名森バレーボールスポーツ少年団 

牧卓球スポーツ少年団 

牧野球スポーツ少年団 

名森卓球スポーツ少年団 

安八町結剣道スポーツ少年団 

名森サッカースポーツ少年団 

岩手バレーボールスポーツ少年団 

岩手野球スポーツ少年団 

表佐剣道スポーツ少年団 

垂井町柔道スポーツ少年団 

垂井剣道スポーツ少年団 

宮代バレーボールスポーツ少年団 

府中バレーボールスポーツ少年団 

垂井バレーボールスポーツ少年団 

垂井野球スポーツ少年団 

表佐野球スポーツ少年団 

宮代野球スポーツ少年団 

垂井町空手道スポーツ少年団 

合原野球スポーツ少年団 

垂井町ミニバスケットボールスポーツ少年団 

安桜野球スポーツ少年団 

旭ヶ丘野球スポーツ少年団 

金竜野球スポーツ少年団 

田原野球スポーツ少年団 

富岡野球スポーツ少年団 

倉知野球スポーツ少年団 

瀬尻野球スポーツ少年団 

関ラグビースクールスポーツ少年団 

関剣道スポーツ少年団 

下有知わかば女子ソフトボールスポーツ少年団 

関・東少年野球スポーツ少年団 

下有知剣道スポーツ少年団 

下有知中学野球スポーツ少年団 

下有知野球スポーツ少年団 

緑ヶ丘剣道スポーツ少年団 

金竜バレーボールスポーツ少年団 

旭ヶ丘中野球スポーツ少年団 

緑ヶ丘中野球スポーツ少年団 

関水泳スポーツ少年団 

小金田中野球スポーツ少年団 

安桜ソフトボールスポーツ少年団 

桜ヶ丘野球スポーツ少年団 

孫六剣道スポーツ少年団 

関硬式テニススポーツ少年団 

関ソフトテニススポーツ少年団 

南ヶ丘野球スポーツ少年団 

孫六桜ヶ丘サッカースポーツ少年団 

孫六旭ヶ丘サッカースポーツ少年団 

孫六安桜サッカースポーツ少年団 

孫六瀬尻サッカースポーツ少年団 

金竜サッカースポーツ少年団 

田原バレーボールスポーツ少年団 

上之保剣道スポーツ少年団 

中有知女子ソフトボールスポーツ少年団 

美濃市空手道スポーツ少年団 

美濃柔道スポーツ少年団 

中有知剣道スポーツ少年団 

美濃剣道スポーツ少年団 

中有知野球スポーツ少年団 

伏見野球スポーツ少年団 

御嵩柔道スポーツ少年団 

南帷子バスケットスポーツ少年団 

帷子野球スポーツ少年団 
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帷子西可児ソフトボールスポーツ少年団 

中津川剣道スポーツ少年団 

中津川市坂本剣道スポーツ少年団 

中津川空手スポーツ少年団 

阿木野球スポーツ少年団 

やさか支部野球スポーツ少年団 

やさか支部剣道スポーツ少年団 

やさか支部卓球スポーツ少年団 

やさか支部陸上スポーツ少年団 

付知剣道スポーツ少年団 

付知柔道スポーツ少年団 

付知野球スポーツ少年団 

付知空手道スポーツ少年団 

付知弓道スポーツ少年団 

付知サッカースポーツ少年団 

大井スポーツ少年団 

大井第二スポーツ少年団 

高山柔道スポーツ少年団 

高山陸上スポーツ少年団 

高山スキースポーツ少年団 

高山市空手道スポーツ少年団 

高山山王サッカースポーツ少年団 

高山東サッカースポーツ少年団 

新友陸上スポーツ少年団 

東ロビンズスポーツ少年団 

高山南クラブスポーツ少年団 

北アルファードスポーツ少年団 

三枝クラブスポーツ少年団 

江名子ホークススポーツ少年団 

山王ベアーズスポーツ少年団 

西少年野球スポーツ少年団 

新宮クラブスポーツ少年団 

高山剣道スポーツ少年団 

高山花里サッカースポーツ少年団 

花里野球クラブスポーツ少年団 

アッフェヒダスキースポーツ少年団 

新宮サッカースポーツ少年団 

高山合気道スポーツ少年団 

一之宮クラブスポーツ少年団 

清見フレンズスポーツ少年団 

国府クラブスポーツ少年団 

国府サッカースポーツ少年団 

朝日ラッシーズスポーツ少年団 

古川男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

古川女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 

古川合気道スポーツ少年団 

古川西小バレーボールスポーツ少年団 

飛騨市陸上スポーツ少年団 

神岡サッカースポーツ少年団 

古川剣道スポーツ少年団 

神岡剣道スポーツ少年団 

河合剣道教室スポーツ少年団 

古川ジャガーズスポーツ少年団 

古川西サッカースポーツ少年団 

古川柔道スポーツ少年団 

 

 【滋賀県スポーツ少年団】 

膳所スポーツ少年団 

滋賀スポーツ少年団 

大津スキースポーツ少年団 

日吉台スポーツ少年団 

長浜ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

守山市柔道スポーツ少年団 

信楽陸上スポーツ少年団 

YBC スポーツ少年団 

 

【京都府スポーツ少年団】 

比叡サッカースポーツ少年団 

京都葵フットボールクラブスポーツ少年団 

太秦サッカースポーツ少年団 

花園サッカースポーツ少年団 

京都紫フットボールクラブスポーツ少年団 

翔鸞少年サッカースポーツ少年団 

室町サッカースポーツ少年団 

京都紫光サッカークラブスポーツ少年団 

ランファンサッカースポーツ少年団 

京都常磐野少年剣道スポーツ少年団 

吉田スポーツ少年団 
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室町少年野球部スポーツ少年団 

紫野スポーツ少年団 

養徳クラブスポーツ少年団 

葛野ジュニアスポーツ少年団 

西陣中央スポーツ少年団 

翔鸞少年野球クラブスポーツ少年団 

正親少年野球クラブスポーツ少年団 

吉祥院スポーツ少年団 

仁和ホワイトホーススポーツ少年団 

久世ガッツファイターズスポーツ少年団 

市原野スポーツ少年団 

二条城北少年野球部スポーツ少年団 

新町少年野球部スポーツ少年団 

百々ユニオンズスポーツ少年団 

旭スポーツ少年団 

嵐山ガッツボーイズスポーツ少年団 

松ケ崎シャークススポーツ少年団 

凌風フェニックススポーツ少年団 

久世少年野球部スポーツ少年団 

山ノ内スーパーキッズスポーツ少年団 

祥豊ファイターズスポーツ少年団 

上鳥羽友愛ジュニアスポーツ少年団 

少林寺拳法洛東スポーツ少年団 

少林寺拳法伏見スポーツ少年団 

少林寺拳法伏見下鳥羽スポーツ少年団 

少林寺拳法京都西スポーツ少年団 

少林寺拳法小栗栖スポーツ少年団 

福知山小桜道場スポーツ少年団 

少林寺拳法六人部スポーツ少年団 

少林寺拳法福知山スポーツ少年団 

庵我少年野球クラブスポーツ少年団 

大正ビクトリースポーツ少年団 

福知山サッカースポーツ少年団 

成仁サッカースポーツ少年団 

少林寺拳法福知山北陵スポーツ少年団 

修斉サッカースポーツ少年団 

篠尾少年野球クラブスポーツ少年団 

庵我バレーボールクラブスポーツ少年団 

南舞鶴スポーツ少年団 

舞鶴東スポーツ少年団 

八雲スポーツ少年団 

志楽スポーツ少年団 

与保呂スポーツ少年団 

少林寺拳法舞鶴スポーツ少年団 

舞鶴少年サッカークラブスポーツ少年団 

綾部フリーゲンフースバルクラブスポーツ少年団 

綾部空手スポーツ少年団 

綾部ファイターズスポーツ少年団 

中筋ジャガーズスポーツ少年団 

何北リトルキングススポーツ少年団 

山家モンキーズスポーツ少年団 

東八田スラッガーズスポーツ少年団 

西八田クラウンズスポーツ少年団 

吉美オリオンズスポーツ少年団 

宇治剣道スポーツ少年団 

蒼龍館剣道スポーツ少年団 

神修館剣道スポーツ少年団 

神明剣道スポーツ少年団 

莵道サッカースポーツ少年団 

京都神明 J･S･C スポーツ少年団 

槇島サッカースポーツ少年団 

三室戸サッカースポーツ少年団 

心華館空手スポーツ少年団 

登龍館空手道スポーツ少年団 

槇島剣道スポーツ少年団 

青少年文化研修道場（YMBA）剣道スポーツ少年団 

宇治巨椋ボンバーズサッカースポーツ少年団 

鳳凰サッカースポーツ少年団 

岡屋野球スポーツ少年団 

少林寺拳法宇治岡屋スポーツ少年団 

宇治コンドルスポーツ少年団 

大開サンクラブジュニアスポーツ少年団 

神明スポーツ少年団 

伊勢田ファイターズ（野球）スポーツ少年団 

三室戸パイレーツスポーツ少年団 

リトミック宇治スポーツ少年団 

同志館空手道スポーツ少年団 

西小倉 SBC スポーツ少年団 
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少林寺拳法宇治西スポーツ少年団 

宇治向陵剣道教室スポーツ少年団 

リトル・サーバルズスポーツ少年団 

御蔵山スポーツ少年団 

少林寺拳法宇治スポーツ少年団 

北槇島野球スポーツ少年団 

FC 小倉スポーツ少年団 

宇治メッツソフトボールスポーツ少年団 

少林寺拳法三室戸スポーツ少年団 

敬友館向陵空手道教室スポーツ少年団 

槇島ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

FC 北槇島スポーツ少年団 

神明シスターズソフトボールスポーツ少年団 

南部ジャガーズスポーツ少年団 

北辰館剣道スポーツ少年団 

伊勢田サッカースポーツ少年団 

御蔵山グーニーズサッカースポーツ少年団 

西小倉野球スポーツ少年団 

真武館堀池剣道スポーツ少年団 

西小倉ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

芳道館空手スポーツ少年団 

南京都ラグビースポーツ少年団 

広野ジュニアーズスポーツ少年団 

登龍館剣道スポーツ少年団 

小倉リトルズスポーツ少年団 

槇島ローレルスポーツ少年団 

西大久保スポーツ少年団 

宮津サッカースポーツ少年団 

宮津マーチングバンドスポーツ少年団 

南つつじ少年サッカークラブスポーツ少年団 

亀岡ミニバスケットボール教室スポーツ少年団 

川東剣道スポーツ少年団 

極心館空手道スポーツ少年団 

西城陽 M.V.クラブスポーツ少年団 

今池セネターズスポーツ少年団 

城陽スネークスポーツ少年団 

城陽インパルススポーツ少年団 

古川ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

青谷アクターズスポーツ少年団 

ホワイトイーグルススポーツ少年団 

城陽体操スポーツ少年団 

水度剣友会スポーツ少年団 

城陽ロータススポーツ少年団 

城陽レッドウィングススポーツ少年団 

城陽ビクトリーズスポーツ少年団 

富野荘クラブスポーツ少年団 

城陽タイガーススポーツ少年団 

京都荒見スポーツ少年団 

京都城陽サッカークラブスポーツ少年団 

京都古川サッカースポーツ少年団 

久津川シャトルズ Jｒスポーツ少年団 

城陽ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

少林寺拳法京都乙訓スポーツ少年団 

少林寺拳法京都長岡スポーツ少年団 

長岡友和館剣道スポーツ少年団 

長岡剣道教室スポーツ少年団 

長岡京 BJS スポーツ少年団 

長四バドミントンスポーツ少年団 

長七バドミントンスポーツ少年団 

長岡京 BB野球スポーツ少年団 

若草フットボールクラブスポーツ少年団 

長岡京市マーチングバンドスポーツ少年団 

長岡京ミニバスケットボールスポーツ少年団 

長岡ソフトボールスポーツ少年団 

長岡京市第四小学校スポーツ少年団 

長岡京サッカースポーツ少年団 

京都長岡ジョイフルフットボールクラブスポーツ少年団 

八幡 FC ボーイズスポーツ少年団 

京都 Sレジョーネスポーツ少年団 

八幡市柔道教室スポーツ少年団 

八幡バトンスポーツ少年団 

八幡市ソフトテニススポーツ少年団 

八幡市空手道連盟スポーツ少年団 

京都尚武館スポーツ少年団 

男山ジュニアスターズスポーツ少年団 

橋本クラブスポーツ少年団 

男山アルファースポーツ少年団 

八幡東ベアーズスポーツ少年団 
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レッドアトムズスポーツ少年団 

男山トパーズスポーツ少年団 

男山剣友会スポーツ少年団 

京都八幡リトルシニアスポーツ少年団 

少林寺拳法八幡スポーツ少年団 

京都南大住サッカースポーツ少年団 

京都田辺 FC スポーツ少年団 

田辺東クラブスポーツ少年団 

大住クラブスポーツ少年団 

一休ケ丘ファイターズスポーツ少年団 

スプリンターベアーズスポーツ少年団 

田辺アルファースポーツ少年団 

ブルースカイジュニアスポーツ少年団 

山城少年サッカークラブスポーツ少年団 

いずみクラブスポーツ少年団 

木津スーパーレッズスポーツ少年団 

久御山バイソンズ FC スポーツ少年団 

久御山バッファローズスポーツ少年団 

久御山ライオンズスポーツ少年団 

同志館佐山道場スポーツ少年団 

鸞風舎スポーツ少年団 

FC 鷲峰スポーツ少年団 

フレンズスポーツ少年団 

竹野ホッケースポーツ少年団 

丹波ホッケースポーツ少年団 

須知ビクトリーズスポーツ少年団 

瑞穂剣道スポーツ少年団 

 

【大阪府スポーツ少年団】 

豊中市野外活動スポーツ少年団 

手毬スポーツ少年団 

野畑スポーツ少年団 

門真柔道スポーツ少年団 

門真市南柔道教室スポーツ少年団 

門真市柔道教室スポーツ少年団 

門真市空手道南支部スポーツ少年団 

門真市空手道北巣本支部スポーツ少年団 

門真市中央空手道スポーツ少年団 

門真市空手道二島支部スポーツ少年団 

門真市空手道大和田支部スポーツ少年団 

門真市剣友会スポーツ少年団 

門真市誠義剣友会スポーツ少年団 

門真市フォーリーブススポーツ少年団 

二島ジャガーズスポーツ少年団 

門真市柔道クラブスポーツ少年団 

門真ヤンチャーズスポーツ少年団 

千石剣道クラブスポーツ少年団 

クレイジーボーイズスポーツ少年団 

四宮ボンバーズスポーツ少年団 

門真ジャガーズスポーツ少年団 

門真リトルユニオンズスポーツ少年団 

泉佐野練心空手道スポーツ少年団 

泉佐野市少林寺拳法白練スポーツ少年団 

泉佐野フレンズスポーツ少年団 

アーバンペガサス FC スポーツ少年団 

修養館野遠柔道場スポーツ少年団 

宮園剣道スポーツ少年団 

宮山台剣道スポーツ少年団 

泉北原山練成会スポーツ少年団 

少林寺拳法湊西スポーツ少年団 

堺大鳥剣友会スポーツ少年団 

白鷺サッカースポーツ少年団 

登美丘剣友会スポーツ少年団 

堺市テニススポーツ少年団 

少林寺拳法金岡スポーツ少年団 

百舌鳥空手道スポーツ少年団 

堺市テニス金岡スポーツ少年団 

堺市テニス泉北スポーツ少年団 

赤坂台レッドスターズスポーツ少年団 

北花田タイガースポーツ少年団 

新金岡空手道スポーツ少年団 

光竜寺空手道スポーツ少年団 

五箇荘空手道スポーツ少年団 

ストームアットウインブルドンスポーツ少年団 

茨木体操スポーツ少年団 

沢池レッドナイトスポーツ少年団 

沢良宣シャークススポーツ少年団 

若鮎スポーツ少年団 



日本スポーツ少年団創設 50 周年記念事業 功労者・優秀団等表彰 
功労者・優秀団名簿 

（敬称略・順不同） 

68 
 

シーパーズスポーツ少年団 

小手毬スポーツ少年団 

玉櫛スラッガースポーツ少年団 

安威インディアンズスポーツ少年団 

春日ジュニアスポーツ少年団 

中池ファイターズスポーツ少年団 

春日サントススポーツ少年団 

東太田イーグルススポーツ少年団 

中条ウイングススポーツ少年団 

水真南スポーツ少年団 

福井サンボーイスポーツ少年団 

玉島アニマルズスポーツ少年団 

耳原剣友会スポーツ少年団 

葦原剣友会スポーツ少年団 

郡山フレンズスポーツ少年団 

ローズ 18スポーツ少年団 

西河原剣友会スポーツ少年団 

春日誠武会スポーツ少年団 

さだスポーツ少年団 

野東スポーツ少年団 

（小学野球）KSC くずはスポーツ少年団 

中宮ボンバーズスポーツ少年団 

クラウンズスポーツ少年団 

枚方イーグルススポーツ少年団 

川越スポーツ少年団 

SSC 太陽（野球）スポーツ少年団 

桜丘トパーズスポーツ少年団 

山田池ファイターズスポーツ少年団 

菅原東ビクトリースポーツ少年団 

牧野西キングススポーツ少年団 

枚方樟葉ウイングススポーツ少年団 

交北タイガースポーツ少年団 

開成ジュニアイーグルススポーツ少年団 

枚方平野スポーツ少年団 

枚方香里フェニックススポーツ少年団 

西長尾ライガーススポーツ少年団 

香里ヶ丘スポーツ少年団 

枚方桜丘クラブスポーツ少年団 

わかたけクラブスポーツ少年団 

KSC くずは（バレー）スポーツ少年団 

太陽（ソフトテニス）スポーツ少年団 

SSC 太陽（サッカー）スポーツ少年団 

KSC くずは（サッカー）スポーツ少年団 

枚方サンクラブスポーツ少年団 

日本拳法開成館（開成館香里）スポーツ少年団 

スターエーススポーツ少年団 

中宮 J.S.C スポーツ少年団 

枚方レッズスポーツ少年団 

西長尾フットボールクラブスポーツ少年団 

古江台少年野球部スポーツ少年団 

山田スパークス スポーツ少年団 

千里丘イーグルススポーツ少年団  

南千里ジャガーズスポーツ少年団  

畷ファイターズスポーツ少年団 

ジュニアブレーブススポーツ少年団 

オール忍ヶ丘スポーツ少年団 

畷ブラザーズスポーツ少年団 

畷インパルススポーツ少年団 

四條畷大成硬式野球スポーツ少年団 

四條畷市卓球スポーツ少年団 

ビューティースターズスポーツ少年団 

四條畷相撲連盟スポーツ少年団 

大東住北 EXE フットボールクラブスポーツ少年団 

諸福スパイダーズスポーツ少年団 

野崎ジュニアスポーツ少年団 

オール住道スポーツ少年団 

中垣内イーグルススポーツ少年団 

リファイン・ジャガーズスポーツ少年団 

四条北ヤンキーススポーツ少年団 

泉ジャガーズスポーツ少年団 

朋来ビックジュニアーズスポーツ少年団 

ジュニアライガーススポーツ少年団 

ジュニア・サンダーススポーツ少年団 

寺川ブラックススポーツ少年団 

八尾 FC スポーツ少年団 

柏原ヤンキーズスポーツ少年団 

布施スポーツ少年団 

河南リトルシニアスポーツ少年団 
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河南サッカークラブスポーツ少年団 

高石市剣道スポーツ少年団 

高石市卓球スポーツ少年団 

高石市バドミントンスポーツ少年団 

高石市中央サッカースポーツ少年団 

高石市野外活動スポーツ少年団 

高石市少林寺拳法スポーツ少年団 

高石市中空手道スポーツ少年団 

高石市バトントワリングスポーツ少年団 

高石市柔道スポーツ少年団 

忠岡町剣道スポーツ少年団 

忠岡テットシリアススポーツ少年団 

忠岡町ソフトテニススポーツ少年団 

忠岡町サッカースポーツ少年団 

忠岡町空手道スポーツ少年団 

忠岡町バスケットボールスポーツ少年団 

泉南市バレーボールスポーツ少年団 

泉南市バドミントンスポーツ少年団 

泉南市ソフトテニススポーツ少年団 

泉南市サッカースポーツ少年団 

泉南市卓球スポーツ少年団 

泉南市剣道スポーツ少年団 

泉南市柔道スポーツ少年団 

泉南市トランポリンスポーツ少年団 

泉南市野球樽井ファミリーズスポーツ少年団 

イーストアイアンズスポーツ少年団 

泉南市野球信達クーガーズスポーツ少年団 

泉南市野球西信達スポーツ少年団 

雄信スポーツ少年団 

樽井コンドルスポーツ少年団 

泉南市少年野球新家スターズスポーツ少年団 

泉南市野球砂川セネターズスポーツ少年団 

泉南前畑ファイターズスポーツ少年団 

泉南市スポーツチャンバラスポーツ少年団 

少林寺拳法岸和田滝スポーツ少年団 

大宮 JSC スポーツ少年団 

少林寺拳法貝塚南スポーツ少年団 

少林寺拳法東貝塚スポーツ少年団 

少林寺拳法貝塚水間スポーツ少年団 

少林寺拳法貝塚スポーツ少年団 

熊取ジャガーズスポーツ少年団 

熊取空手道会スポーツ少年団 

少林寺拳法熊取南スポーツ少年団 

熊取ベアーズスポーツ少年団 

少林寺拳法泉州東鳥取スポーツ少年団 

阪南市剣志会スポーツ少年団 

舞剣道会スポーツ少年団 

糸東流守礼会スポーツ少年団 

ジュニアシャークススポーツ少年団 

岬スターズスポーツ少年団 

淡輪キングホークススポーツ少年団 

古市南サッカークラブスポーツ少年団 

羽曳野サンリトルスポーツ少年団 

羽曳野タイガーススポーツ少年団 

リトルタイガーススポーツ少年団 

羽曳野イーグルススポーツ少年団 

羽曳野ブラックイーグルススポーツ少年団 

羽曳野メッツスポーツ少年団 

島泉ファイブボーイズスポーツ少年団 

古市 JSC スポーツ少年団 

ホワイトベアーズスポーツ少年団 

全羽曳野スポーツ少年団 

羽曳野 FCスポーツ少年団 

龍信館スポーツ少年団 

天王寺 J.S.C スポーツ少年団 

瓜破西空手道スポーツ少年団 

大和田ライオンズスポーツ少年団 

佃ホワイトスターズ学童部スポーツ少年団 

少林寺拳法南恩加島スポーツ少年団 

大阪市旭区日本拳法連盟スポーツ少年団 

旭秀館スポーツ少年団 

西都島スポーツ少年団 

少林寺拳法福島スポーツ少年団 

少林寺拳法大阪あけぼのスポーツ少年団 

京橋空手道スポーツ少年団 

少林寺拳法此花スポーツ少年団 

香簑ジュニアキングスポーツ少年団 

塚本ニューバンブースポーツ少年団 
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柏里ドジャーススポーツ少年団 

都島スポーツ少年団 

少林寺拳法東住吉スポーツ少年団 

空手道秀育館スポーツ少年団 

東中浜ジャイアンツスポーツ少年団 

旭区空手道スポーツ少年団 

清明館スポーツ少年団 

少林寺拳法十三スポーツ少年団 

ビゴーレ鶴見スポーツ少年団 

ガッツ JSC 歌島スポーツ少年団 

姫島タイガーススポーツ少年団 

空手道空心スポーツ少年団 

港空手道スポーツ少年団 

FC コラッジオスポーツ少年団 

此花空手道スポーツ少年団 

日本空手道佐空館スポーツ少年団 

生野南フットボールクラブスポーツ少年団 

西成ホークススポーツ少年団 

勇士館空手道スポーツ少年団 

イーリス生野スポーツ少年団 

 

【兵庫県スポーツ少年団】 

兵庫少年こだま会スポーツ少年団 

浜山ファイターズスポーツ少年団 

本山フレンズスポーツ少年団 

灘西レイダーススポーツ少年団 

舞子ウルフスポーツ少年団 

伊川谷野球スポーツ少年団 

垂水ファイターズスポーツ少年団 

学園スポーツ少年団 

尼崎市金楽寺野球スポーツ少年団 

尼崎市小田野球スポーツ少年団 

尼崎市杭瀬野球スポーツ少年団 

尼崎市立花野球スポーツ少年団 

尼崎市尾浜野球スポーツ少年団 

尼崎市武庫川野球スポーツ少年団 

尼崎市尼崎西野球スポーツ少年 

尼崎市大庄野球スポーツ少年団 

尼崎市東難波野球スポーツ少年団 

尼崎市城内野球スポーツ少年団 

尼崎市北ナニワ野球スポーツ少年団 

尼崎市園田野球スポーツ少年団 

尼崎市園和野球スポーツ少年団 

尼崎市猪名川第一野球スポーツ少年団 

尼崎市猪名川第二野球スポーツ少年団 

尼崎市御園野球スポーツ少年団 

尼崎市武庫之荘第一野球スポーツ少年団 

尼崎市武庫之荘第二野球スポーツ少年団 

尼崎市武庫野球スポーツ少年団 

尼崎市武庫東野球スポーツ少年団 

尼崎市武庫北野球スポーツ少年団 

尼崎市立花空手道スポーツ少年団 

尼崎市杭瀬空手道スポーツ少年団 

尼崎市潮江空手道スポーツ少年団 

尼崎市水堂空手道スポーツ少年団 

尼崎市城内空手道スポーツ少年団 

尼崎市浜空手道スポーツ少年団 

尼崎市園田空手道スポーツ少年団 

尼崎市近松空手道スポーツ少年団 

尼崎市上坂部空手道スポーツ少年団 

尼崎市西空手道スポーツ少年団 

尼崎市武庫之荘空手道スポーツ少年団 

尼崎市大庄空手道スポーツ少年団 

尼崎市園和空手道スポーツ少年団 

尼崎市小園空手道スポーツ少年団 

尼崎市食満空手道スポーツ少年団 

尼崎市立花南空手道スポーツ少年団 

尼崎市大庄北バレーボールスポーツ少年団 

尼崎市北ナニワ城東バレーボルスポーツ少年団 

尼崎市園田バレーボールスポーツ少年団 

尼崎市園田南バレーボールスポーツ少年団 

尼崎市立花南バレーボールスポーツ少年団 

尼崎市武庫バレーボールスポーツ少年団 

尼崎市立花南バドミントンスポーツ少年団 

尼崎市西小バドミントンスポーツ少年団 

尼崎市武庫の里バドミントンスポーツ少年団 

尼崎市尼崎北翼ジュニアスポーツ少年団 

尼崎市七松バドミントンスポーツ少年団 
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尼崎市大庄剣道スポーツ少年団 

尼崎市昭和剣道スポーツ少年団 

尼崎市武庫東剣道スポーツ少年団 

赤穂剣道スポーツ少年団 

赤穂城西剣道スポーツ少年団 

塩屋剣道スポーツ少年団 

赤穂西剣道スポーツ少年団 

赤穂尾崎剣道スポーツ少年団 

赤穂御崎剣道スポーツ少年団 

有年剣道スポーツ少年団 

赤穂柔道スポーツ少年団 

塩屋柔道スポーツ少年団 

御崎尾崎空手道スポーツ少年団 

坂越空手道スポーツ少年団 

坂越水泳スポーツ少年団 

城西野球スポーツ少年団 

塩屋野球スポーツ少年団 

赤穂西野球スポーツ少年団 

尾崎野球スポーツ少年団 

御崎野球スポーツ少年団 

坂越野球スポーツ少年団 

赤穂野球スポーツ少年団 

高雄野球スポーツ少年団 

高雄少女バレーボールスポーツ少年団 

塩屋少女バレーボールスポーツ少年団 

尾崎少女バレーボールスポーツ少年団 

御崎少女バレーボールスポーツ少年団 

尾崎サッカースポーツ少年団 

御崎サッカースポーツ少年団 

塩屋サッカースポーツ少年団 

赤穂サッカースポーツ少年団 

有年・原野球スポーツ少年団 

有年・原ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

西脇剣道スポーツ少年団 

西脇柔道スポーツ少年団 

西脇空手道スポーツ少年団 

西脇サッカースポーツ少年団 

西脇野球スポーツ少年団 

日野剣道スポーツ少年団 

西脇バレースポーツ少年団 

時光寺軟式野球スポーツ少年団 

米田野球スポーツ少年団 

曽根西野球部スポーツ少年団 

曽根北野球部スポーツ少年団 

島野球スポーツ少年団 

曽根南スポーツ少年団 

曽根青龍スポーツ少年団 

美保里軟式野球スポーツ少年団 

高砂フットボールクラブ'72Jr スポーツ少年団 

久代アタックスポーツ少年団 

加茂ブレーブススポーツ少年団 

川西少年野球クラブスポーツ少年団 

中央イーグルススポーツ少年団 

明峰少年野球クラブスポーツ少年団 

多田エンゼルススポーツ少年団 

多田東少年野球クラブスポーツ少年団 

清和台少年野球クラブスポーツ少年団 

大和少年野球スポーツ少年団 

東谷ハンターズスポーツ少年団 

グリーンハイツファイターズスポーツ少年団 

加茂西サッカークラブスポーツ少年団 

川西ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

桜が丘サッカークラブスポーツ少年団 

銀河サッカースポーツ少年団 

桜が丘拳正塾スポーツ少年団 

川西市剣道スポーツ少年団 

川西リーダー隊スポーツ少年団 

龍野 keirou サッカースポーツ少年団 

龍野剣正会スポーツ少年団 

神武会神岡剣道スポーツ少年団 

神武会揖西剣道スポーツ少年団 

御津剣道スポーツ少年団 

龍野少女バレーボールスポーツ少年団 

小宅少女バレーボールスポーツ少年団 

揖西東少女バレーボールスポーツ少年団 

揖西西少女バレーボールスポーツ少年団 

揖保少女バレーボールスポーツ少年団 

誉田少女バレーボールスポーツ少年団 
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神岡少女バレーボールスポーツ少年団 

小宅サッカースポーツ少年団 

揖西東サッカースポーツ少年団 

揖西西サッカースポーツ少年団 

揖保サッカースポーツ少年団 

誉田サッカースポーツ少年団 

神岡サッカースポーツ少年団 

若龍柔友会スポーツ少年団 

龍野若竹会スポーツ少年団 

龍野剣道スポーツ少年団 

御津サッカースポーツ少年団 

御津柔道スポーツ少年団 

御津卓球スポーツ少年団 

御津少女バレーボールスポーツ少年団 

御津リトルスターズスポーツ少年団 

御津ファイターズスポーツ少年団 

社剣道スポーツ少年団 

滝野柔道スポーツ少年団 

船場ホワイトベアーズスポーツ少年団 

白浜サッカースクールスポーツ少年団 

的形ユニオンスポーツ少年団 

城北サッカークラブスポーツ少年団 

城北野球スポーツ少年団 

大津体操スポーツ少年団 

谷内体操スポーツ少年団 

砥堀サッカースポーツ少年団 

飾磨野球スポーツ少年団 

勝原スポーツ少年団 

英賀保サッカークラブスポーツ少年団 

エストレラ津田サッカースポーツ少年団 

大塩サッカークラブスポーツ少年団 

飾磨地区体操スポーツ少年団 

東光体操スポーツ少年団 

広畑コンドルズ野球スポーツ少年団 

日本武道玉谷道場スポーツ少年団 

広畑少年サッカースクールスポーツ少年団 

荒川達磨野球スポーツ少年団 

網干ファイヤーズスポーツ少年団 

福崎町柔道スポーツ少年団 

多可町ミニバスケットボールスポーツ少年団 

 

【奈良県スポーツ少年団】 

高取ホークススポーツ少年団 

河合町スポーツ少年団 

五位堂スポーツ少年団 

下田スポーツ少年団 

志都美・旭ヶ丘スポーツ少年団 

関屋スポーツ少年団 

二上スポーツ少年団 

三和スポーツ少年団 

鎌田スポーツ少年団 

真美ヶ丘スポーツ少年団 

京終スポーツ少年団 

高の原スポーツ少年団 

平城スポーツ少年団 

奈良ジュニアファイターズスポーツ少年団 

こなべスポーツ少年団 

飛鳥紀寺スポーツ少年団 

大安寺バドミントンスポーツ少年団 

七条西セブンファイターズスポーツ少年団 

佐保ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

都跡スポーツ少年団 

山陵クイーンズスポーツ少年団 

 

【和歌山県スポーツ少年団】 

岩出市軟式野球岩出グリーンズスポーツ少年団 

岩出市空手道スポーツ少年団 

岩出市軟式野球根来ファイターズスポーツ少年団 

岩出市サッカースポーツ少年団 

岩出市軟式野球岩出ヤンキーススポーツ少年団 

紀ノ川少林寺拳法連盟スポーツ少年団 

和歌山県日本拳法連盟湯浅支部スポーツ少年団 

湯浅野球スポーツ少年団 

津浦道場スポーツ少年団 

湯浅剣心会スポーツ少年団 

御坊青少年柔道教室スポーツ少年団 

塩屋少年野球クラブスポーツ少年団 

御坊つばさスポーツ少年団 
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御坊キックマン FCJr スポーツ少年団 

弘武館スポーツ少年団 

和拳連御坊支部スポーツ少年団 

川辺西ビクトリーズスポーツ少年団 

川辺ウィンスターズ少年野球クラブスポーツ少年団 

川辺ひかりスポーツ少年団 

川辺流星ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

川辺町剣道スポーツ少年団 

 

【鳥取県スポーツ少年団】 

北栄町大栄バレーボールスポーツ少年団 

北栄町大栄野球スポーツ少年団 

北栄町北条剣道スポーツ少年団 

北栄町北条野球スポーツ少年団 

北栄町北条バレーボールスポーツ少年団 

北栄町北条ミニバスケットボールスポーツ少年団 

北栄町北条バドミントンスポーツ少年団 

郡家東スポーツ少年団 

郡家西スポーツ少年団 

船岡スポーツ少年団 

岸本剣道スポーツ少年団 

岸本柔道スポーツ少年団 

八郷少年野球クラブスポーツ少年団 

大山町剣道スポーツ少年団 

名和野球スポーツ少年団 

大山西小スポーツ少年団野球部 

大山小スポーツ少年団野球部 

中山スポーツ少年団野球部 

大山ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

大山西バドミントンスポーツ少年団 

赤松バドミントンスポーツ少年団 

大山サッカークラブスポーツ少年団 

関金バレーボールスポーツ少年団 

関金野球スポーツ少年団 

関金卓球スポーツ少年団 

社卓球部スポーツ少年団 

社野球部スポーツ少年団 

小鴨少年野球クラブスポーツ少年団 

明倫スポーツ少年団 

高城北谷スポーツ少年団 

河北野球部スポーツ少年団 

上北条スポーツ少年団 

岩美西スポーツ少年団 

外江スポーツ少年団 

渡スポーツ少年団 

誠道スポーツ少年団 

余子スポーツ少年団 

和田スポーツ少年団 

義方スポーツ少年団 

淀江スポーツ少年団 

就将少女バレースポーツ少年団 

就将野球スポーツ少年団 

啓成スポーツ少年団 

福生東スポーツ少年団 

福生東バレーボールスポーツ少年団 

伯仙スポーツ少年団 

福米西スポーツ少年団 

車尾スポーツ少年団 

福生西スポーツ少年団 

福生西バドミントンスポーツ少年団 

箕蚊屋スポーツ少年団 

大山町柔道スポーツ少年団 

羽合野球スポーツ少年団 

羽合バレーボールスポーツ少年団 

東郷野球スポーツ少年団 

東郷ミニバスケットボールスポーツ少年団 

東郷卓球スポーツ少年団 

泊野球スポーツ少年団 

泊バドミントンスポーツ少年団 

泊ミニバスケットボールスポーツ少年団 

湯梨浜少年柔道クラブスポーツ少年団 

 

【島根県スポーツ少年団】 

安来剣道スポーツ少年団 

荒島ドリームズスポーツ少年団 

宇賀荘ラビッツスポーツ少年団 

西益田野球スポーツ少年団 

高津野球スポーツ少年団 
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久城ヤンキーススポーツ少年団 

豊川スポーツ少年団 

吉田クラブ野球スポーツ少年団 

益田七尾スポーツ少年団 

益田西野球クラブスポーツ少年団 

安田スポーツ少年団 

鎌手野球スポーツ少年団 

美都スポーツ少年団 

久屋スポーツ少年団 

長久 JVBC スポーツ少年団 

久手町剣道スポーツ少年団 

仁摩サッカースポーツ少年団 

川波野球スポーツ少年団 

川波バレーボールスポーツ少年団 

桜江剣道スポーツ少年団 

長沢剣道スポーツ少年団 

国府野球スポーツ少年団 

周布バレーボールスポーツ少年団 

生馬学童野球クラブスポーツ少年団 

雑賀ライガーススポーツ少年団 

竹矢スポーツ少年団 

横田空手道スポーツ少年団 

高浜剣道スポーツ少年団 

大津剣道スポーツ少年団 

大津野球スポーツ少年団 

出雲南野球スポーツ少年団 

長浜野球スポーツ少年団 

荒木野球スポーツ少年団 

大社少年サッカースポーツ少年団 

荘原剣道スポーツ少年団 

出東剣道スポーツ少年団 

西部野球スポーツ少年団 

荘原バレーボールスポーツ少年団 

西野バレーボールスポーツ少年団 

田所剣道スポーツ少年団 

大東野球スポーツ少年団 

大東西野球スポーツ少年団 

佐世野球スポーツ少年団 

海潮スポーツ少年団野球部 

大東町少年剣道教室スポーツ少年団 

海潮バドミントンスポーツ少年団 

大東空手道教室スポーツ少年団 

木次ピュアマインズスポーツ少年団 

木次野球スポーツ少年団 

斐伊バレーボールスポーツ少年団 

斐伊野球スポーツ少年団 

寺領スポーツ少年団 

西日登スポーツ少年団 

温泉スポーツ少年団 

三刀屋剣道スポーツ少年団 

三刀屋柔道スポーツ少年団 

津和野柔道スポーツ少年団 

日原サッカースポーツ少年団 

灘分野球スポーツ少年団 

 

【岡山県スポーツ少年団】 

伊島ソフトボールスポーツ少年団 

三門ソフトボールスポーツ少年団 

鹿田ソフトボールスポーツ少年団 

石井ソフトボールスポーツ少年団 

操南ソフトボールスポーツ少年団 

富山ソフトボールスポーツ少年団 

旭東ソフトボールスポーツ少年団 

幸島ソフトボールスポーツ少年団 

中山ソフトボールスポーツ少年団 

浦安ソフトボールスポーツ少年団 

御野ソフトボールスポーツ少年団 

平島ソフトボールスポーツ少年団 

財田ソフトボールスポーツ少年団 

豊ソフトボールスポーツ少年団 

鯉山ソフトボールスポーツ少年団 

幡多ソフトボールスポーツ少年団 

大野ソフトボールスポーツ少年団 

牧石ソフトボールスポーツ少年団 

庄内ソフトボールスポーツ少年団 

旭竜ソフトボールスポーツ少年団 

旭操ソフトボールスポーツ少年団 

竜之口ソフトボールスポーツ少年団 
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福渡ソフトボールスポーツ少年団 

清輝剣道スポーツ少年団 

横井剣道スポーツ少年団 

岡山武道館剣道スポーツ少年団 

古都剣道スポーツ少年団 

財田剣道スポーツ少年団 

吉備剣道スポーツ少年団 

岡山西剣道スポーツ少年団 

旭東剣道スポーツ少年団 

一宮剣道スポーツ少年団 

西大寺剣道スポーツ少年団 

平福剣道スポーツ少年団 

鯉山剣道スポーツ少年団 

平井剣道スポーツ少年団 

宇野剣道スポーツ少年団 

福島剣道スポーツ少年団 

竜之口剣道スポーツ少年団 

旭竜剣道スポーツ少年団 

幡多剣道スポーツ少年団 

彦崎剣道スポーツ少年団 

建部町剣道スポーツ少年団 

瀬戸剣道スポーツ少年団 

大元柔道スポーツ少年団 

岡山玄友会柔道スポーツ少年団 

鹿田柔道スポーツ少年団 

大野柔道スポーツ少年団 

西大寺柔道スポーツ少年団 

吉備柔道スポーツ少年団 

三門バレーボールスポーツ少年団 

太伯バレーボールスポーツ少年団 

豊バレーボールスポーツ少年団 

鹿田バレーボールスポーツ少年団 

野谷バレーボールスポーツ少年団 

幡多バレーボールスポーツ少年団 

大宮朝日バレーボールスポーツ少年団 

中山バレーボールスポーツ少年団 

彦崎バレーボールスポーツ少年団 

江西バレーボールスポーツ少年団 

伊島サッカースポーツ少年団 

平島サッカースポーツ少年団 

福浜サッカースポーツ少年団 

操南卓球スポーツ少年団 

芥子山軟式野球スポーツ少年団 

西大寺軟式野球スポーツ少年団 

吉備軟式野球スポーツ少年団 

岡輝軟式野球スポーツ少年団 

平井軟式野球スポーツ少年団 

彦崎軟式野球スポーツ少年団 

七区軟式野球スポーツ少年団 

建部軟式野球スポーツ少年団 

西大寺体操スポーツ少年団 

御休体操スポーツ少年団 

瀬戸町少林寺拳法スポーツ少年団 

茶屋町剣道スポーツ少年団 

少林寺拳法児島スポーツ少年団 

乙島剣道スポーツ少年団 

水島地区柔道スポーツ少年団 

倉敷第二福田バレーボールクラブスポーツ少年団 

倉敷市合気道協会スポーツ少年団 

くらしきジュニアレスリングスクールスポーツ少年団 

高野スポーツ少年団 

河辺スポーツ少年団 

成名スポーツ少年団 

清泉スポーツ少年団 

広野スポーツ少年団 

大崎スポーツ少年団 

東津山スポーツ少年団 

佐良山スポーツ少年団 

高田スポーツ少年団 

一宮スポーツ少年団 

山北三区スポーツ少年団 

志戸部スポーツ少年団 

新林田スポーツ少年団 

上之町六丁目スポーツ少年団 

高倉スポーツ少年団 

三町連合スポーツ少年団 

喬松スポーツ少年団 

中正スポーツ少年団 
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秀実スポーツ少年団 

誠道スポーツ少年団 

津山剣道学園スポーツ少年団 

津山南剣道スポーツ少年団 

嵯峨剣道スポーツ少年団 

津山林田スポーツ少年団 

鶴山剣道スポーツ少年団 

修道館道場スポーツ少年団 

大崎剣道スポーツ少年団 

高倉剣道スポーツ少年団 

少林寺拳法川崎スポーツ少年団 

津山少林寺拳法スポーツ少年団 

少林寺拳法津山西支部スポーツ少年団 

鶴山ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

岡田野球スポーツ少年団 

大崎野球スポーツ少年団 

後関野球スポーツ少年団 

若竹剣道スポーツ少年団 

築港野球スポーツ少年団 

鉾立野球スポーツ少年団 

玉野市胸上バレーボールスポーツ少年団 

築港サッカースポーツ少年団 

玉野少林寺拳法スポーツ少年団 

荘内バレーボールスポーツ少年団 

田井ミニバスケットボールスポーツ少年団 

田井バレーボールスポーツ少年団 

荘内野球スポーツ少年団 

八浜剣道スポーツ少年団 

日比バレーボールスポーツ少年団 

荘内サッカースポーツ少年団 

高梁剣道スポーツ少年団 

高梁野外活動スポーツ少年団 

高梁ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

高梁落合剣道スポーツ少年団 

落合バレーボールスポーツ少年団 

高梁柔道スポーツ少年団 

成羽柔道スポーツ少年団 

備中太陽スポーツ少年団 

新見柔道スポーツ少年団 

思誠ソフトボールスポーツ少年団 

草間台スポーツ少年団 

本郷剣道スポーツ少年団 

野馳スポーツ少年団 

大原 FC スポーツ少年団 

少林寺拳法作東スポーツ少年団 

土居スポーツ少年団 

美作北小ソフトスポーツ少年団 

西鶴山ソフトボールスポーツ少年団 

西鶴山バレーボールスポーツ少年団 

香登野球スポーツ少年団 

香登剣道スポーツ少年団 

伊部バレーボールスポーツ少年団 

片上野球スポーツ少年団 

片上バレーボールスポーツ少年団 

伊里剣道スポーツ少年団 

伊里サッカースポーツ少年団 

伊里軟式野球スポーツ少年団 

伊里バレーボールスポーツ少年団 

東鶴山バレーボールスポーツ少年団 

東鶴山ソフトボールスポーツ少年団 

三石野球スポーツ少年団 

三石ソフトテニススポーツ少年団 

三石バレーボールスポーツ少年団 

寒河剣道スポーツ少年団 

備前日生少林寺拳法スポーツ少年団 

寄島軟式野球スポーツ少年団 

鴨方バレーボールスポーツ少年団 

鴨方空手道スポーツ少年団 

金光ソフトテニススポーツ少年団 

鴨方剣道スポーツ少年団 

六条院剣道スポーツ少年団 

寄島剣道スポーツ少年団 

鴨方柔道スポーツ少年団 

浅口市レスリングスポーツ少年団 

鴨方サッカースポーツ少年団 

鴨方少林寺拳法スポーツ少年団 

金光バレーボールスポーツ少年団 

寄島柔道スポーツ少年団 
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寄島サッカースポーツ少年団 

寄島バレーボールスポーツ少年団 

金光少林寺拳法スポーツ少年団 

勝央町武道スポーツ少年団 

中川ソフトボールスポーツ少年団 

矢掛町青空スポーツ少年団 

矢掛町柔道スポーツ少年団 

矢掛町サッカースポーツ少年団 

矢掛町野球スポーツ少年団 

佐伯わんぱくスポーツ少年団 

久世スポーツ少年団 

美和スポーツ少年団 

蒜山支部スポーツ少年団 

真庭市スポーツ少年団湯原支部スポーツ少年団 

勝山野球スポーツ少年団 

勝山少女バレーボール部スポーツ少年団 

勝山サッカースポーツ少年団 

勝山剣道スポーツ少年団 

月田剣道スポーツ少年団 

月田少女バレーボール教室スポーツ少年団 

富原スポーツ少年団 

月田少年野球クラブスポーツ少年団 

上水田剣道スポーツ少年団 

水田ソフトボールスポーツ少年団 

水田バレーボールスポーツ少年団 

中津井剣道スポーツ少年団 

呰部剣道スポーツ少年団 

北房バレーボールスポーツ少年団 

水田剣道スポーツ少年団 

木之子剣道スポーツ少年団 

木之子卓球スポーツ少年団 

 

【広島県スポーツ少年団】 

舟入サッカースポーツ少年団 

青崎サッカークラブスポーツ少年団 

千田青少年サッカークラブスポーツ少年団 

安バレーボールスポーツ少年団 

古市バレーボールスポーツ少年団 

中筋スポーツ少年団 

可部南バレーボールスポーツ少年団 

山本バレーボールスポーツ少年団 

五日市少女バレーボールスポーツ少年団 

八木バレーボールスポーツ少年団 

川内バレーボールスポーツ少年団 

美鈴が丘スポーツ少年団 

安東スポーツ少年団 

三入クラブスポーツ少年団 

可部南少年野球クラブスポーツ少年団 

八幡少年野球クラブスポーツ少年団 

安佐クラブスポーツ少年団 

可部柔道スポーツ少年団 

川口スポーツ少年団 

高陽落合柔道スポーツ少年団 

楠木柔道会スポーツ少年団 

緑井柔友会スポーツ少年団 

五月が丘柔道スポーツ少年団 

広島市南錬成会スポーツ少年団 

五剣会南支部スポーツ少年団 

牛田剣道スポーツ少年団 

五剣会観音支部スポーツ少年団 

亀山剣道クラブスポーツ少年団 

五剣会河内支部スポーツ少年団 

広島己斐剣心会スポーツ少年団 

山本剣道クラブスポーツ少年団 

千田剣道クラブスポーツ少年団 

広島剣会スポーツ少年団 

五剣会五月が丘支部スポーツ少年団 

五剣会五日市支部スポーツ少年団 

五剣会八幡支部スポーツ少年団 

基町剣道教室スポーツ少年団 

広島鈴が峰剣道教室スポーツ少年団 

広島三篠剣道クラブスポーツ少年団 

五日市空手道スポーツ少年団 

戸坂空手道スポーツ少年団 

矢野空手道スポーツ少年団 

観音空手道スポーツ少年団 

五月が丘空手道スポーツ少年団 

段原なぎなたスポーツ少年団 
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少林寺拳法広島五日市スポーツ少年団 

吉浦剣道教室スポーツ少年団 

郷原剣道愛育会スポーツ少年団 

広剣誠会スポーツ少年団 

阿賀剣光会スポーツ少年団 

錬心館空手呉スポーツ少年団 

吉浦空手道スポーツ少年団 

拳志舘郷原空手道スポーツ少年団 

拳志舘二河空手道スポーツ少年団 

拳志舘広空手スポーツ少年団 

呉昭和クラブスポーツ少年団 

呉昭和バドミントンスポーツ少年団 

安浦サッカースクールスポーツ少年団 

宮原バンブスポーツ少年団 

辰川スポーツ少年団 

波多見リトルバレーボールスポーツ少年団 

黒瀬スイミングクラブスポーツ少年団 

河内ジュニアスポーツ少年団 

安芸入野スポーツ少年団 

河内 VB スポーツ少年団 

伊勢丘エイコンズスポーツ少年団 

駅家少年野球クラブスポーツ少年団 

春日少年野球スポーツ少年団 

神辺走ろう会スポーツ少年団 

春日空手道教室スポーツ少年団 

福山空手道手城ブロックスポーツ少年団 

中条スポーツ少年団 

神辺イーグルス少年野球クラブスポーツ少年団 

西深津バレーボールクラブスポーツ少年団 

空手道新涯スポーツ少年団 

福山曙スポーツ少年団 

湯田スポーツ少年団 

瀬戸少年剣道教室スポーツ少年団 

竹尋アスリートクラブスポーツ少年団 

常金丸少年野球クラブリトル・スネイルスポーツ少年団 

剣志会スポーツ少年団 

大野ソフトバレーボール教室スポーツ少年団 

甲田空手道スポーツ少年団 

甲田第二空手道スポーツ少年団 

甲田剣道スポーツ少年団 

小田リトルクラブスポーツ少年団 

五龍スポーツ少年団 

甲田白蓮会スポーツ少年団 

府中スカイホークススポーツ少年団 

海田 FC スポーツ少年団 

海田ソフトボールスポーツ少年団 

海田ひのうらスポーツ少年団 

世羅フレームズスポーツ少年団 

世羅空手道スポーツ少年団 

西大田ラビッツスポーツ少年団 

 

【山口県スポーツ少年団】 

西宇部少年剣道スポーツ少年団 

恩田クラブスポーツ少年団 

少林寺拳法小野田動院スポーツ少年団 

東岐波少年野球クラブスポーツ少年団 

上宇部サッカースポーツ少年団 

原剣道スポーツ少年団 

船木ビーバーズ少年野球スポーツ少年団 

少年野球西岐波クラブスポーツ少年団 

仙崎ソフトスポーツ少年団 

向陽ソフトスポーツ少年団 

仙崎バレースポーツ少年団 

深川バレースポーツ少年団 

向陽バレースポーツ少年団 

みすみ明倫バレースポーツ少年団 

浅田バレースポーツ少年団 

日置バレースポーツ少年団 

長門剣道スポーツ少年団 

俵山剣道スポーツ少年団 

仙崎剣道スポーツ少年団 

三隅剣道スポーツ少年団 

日置柔道スポーツ少年団 

中村サッカースポーツ少年団 

深川野球スポーツ少年団 

浅田野球スポーツ少年団 

豊原野球スポーツ少年団 

日置野球スポーツ少年団 
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真和館空手道スポーツ少年団 

阿知須サッカースポーツ少年団 

大内バレーボールスポーツ少年団 

徳地中央バレーボールスポーツ少年団 

鋳銭司バレーボールスポーツ少年団 

仁保バレーボールスポーツ少年団 

平川バレーボールスポーツ少年団 

松美柔道スポーツ少年団 

陶少年剣友会スポーツ少年団 

鴻南少年剣友会スポーツ少年団 

慈教館道場スポーツ少年団 

白石少年剣友会スポーツ少年団 

宮野剣道スポーツ少年団 

吉敷バレーボールスポーツ少年団 

宮野野球スポーツ少年団 

和木町スポーツ少年団体操部 

和木町スポーツ少年団剣道部 

和木町スポーツ少年団サッカー部 

和木町スポーツ少年団バレーボール部 

和木町スポーツ少年団軟式野球部部 

和木町スポーツ少年団ミニバスケットボール部 

和木町スポーツ少年団ソフトボール部 

日積柔道スポーツ少年団 

柳井柔道スポーツ少年団 

武心会柳井空手スポーツ少年団 

斉藤道場レスリングスポーツ少年団 

柳東サッカースポーツ少年団 

柳井バスケットボールスポーツ少年団 

柳井 JBC スポーツ少年団 

余田みどりスポーツ少年団 

柳北スポーツ少年団 

柳井カープスポーツ少年団 

柳井ゴールドスターズ軟式野球スポーツ少年団 

やないスイミングクラブスポーツ少年団 

柳北水泳スポーツ少年団 

伊陸ひむろスポーツ少年団 

清徳館剣道スポーツ少年団 

大畠レスリングスポーツ少年団 

大島サッカースポーツ少年団 

協和剣道スポーツ少年団 

松崎少年剣友会スポーツ少年団 

右田ミニバススポーツ少年団 

佐波スポーツ少年団野球部 

中関野球スポーツ少年団 

萩柔道スポーツ少年団 

椿西スポーツ少年団 

萩少林寺拳法スポーツ少年団 

大井柔道スポーツ少年団 

白水女子スポーツ少年団 

愛宕サッカースポーツ少年団 

岩国 SC ジュニアスポーツ少年団 

岩国サッカースポーツ少年団 

通津サッカースポーツ少年団 

灘サッカースポーツ少年団 

平田サッカースポーツ少年団 

麻里布サッカースポーツ少年団 

玖珂ミニバススポーツ少年団 

川下ミニバススポーツ少年団 

周東ミニバススポーツ少年団 

中洋ミニバススポーツ少年団 

平田ミニバススポーツ少年団 

ミニバス岩国スポーツ少年団 

岩国クラブスポーツ少年団 

岩国軟式野球スポーツ少年団 

岩国東ユネスコスポーツ少年団 

周東軟式野球スポーツ少年団 

灘はやぶさスポーツ少年団 

平田軟式スポーツ少年団 

麻里布クラブスポーツ少年団 

愛宕道場スポーツ少年団 

岩国桜少年剣道クラブスポーツ少年団 

岩国少年剣道クラブスポーツ少年団 

研道館スポーツ少年団 

灘剣道同好会スポーツ少年団 

平田少年剣道スポーツ少年団 

玖珂柔道スポーツ少年団 

岩国少年柔道スポーツ少年団 

装港柔友会スポーツ少年団 
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美和柔友会スポーツ少年団 

少林寺拳法岩国南支部スポーツ少年団 

JAC 岩国スポーツ少年団 

岩国市卓球スポーツ少年団 

平生陸上スポーツ少年団 

平生空手スポーツ少年団 

平生合気道スポーツ少年団 

平生剣道スポーツ少年団 

平生サッカースポーツ少年団 

佐賀サッカースポーツ少年団 

平生軟式野球スポーツ少年団 

平生ミニバスケットボールスポーツ少年団 

厚陽サッカースポーツ少年団 

高千帆サッカースポーツ少年団 

須恵フットボールクラブスポーツ少年団 

須恵ファイターズスポーツ少年団 

厚狭ミニバスケットボールスポーツ少年団 

赤崎ジュニアクラブスポーツ少年団 

本山ベアーズスポーツ少年団 

田布施町剣道スポーツ少年団 

田布施町柔道スポーツ少年団 

チャレンジレスリングクラブスポーツ少年団 

田布施空手クラブスポーツ少年団 

田布施ミニバスケットスポーツ少年団 

麻郷陸上スポーツ少年団 

少年野球城南クラブスポーツ少年団 

麻郷サッカースポーツ少年団 

田布施野球スポーツ少年団 

 

【香川県スポーツ少年団】 

長炭少年野球スポーツ少年団 

満濃南少年野球クラブスポーツ少年団 

四条少年野球クラブスポーツ少年団 

高篠少年野球スポーツ少年団 

まんのう町長炭バレーボールクラブスポーツ少年団 

満濃南ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

四条バレーボールスポーツ少年団 

満濃なぎなたスポーツ少年団 

屋島野球スポーツ少年団 

浅野バレーボールスポーツ少年団 

鬼無体育協会剣道スポーツ少年団 

高松新体操クラブスポーツ少年団 

大野剣道スポーツ少年団 

亀阜剣道スポーツ少年団 

坂出ブルーオーシャンズスポーツ少年団 

坂出東部野球スポーツ少年団 

坂出川津野球スポーツ少年団 

松山野球スポーツ少年団 

林田スポーツ少年団 

府中野球スポーツ少年団 

金山野球スポーツ少年団 

坂出加茂スポーツ少年団 

附属坂出スポーツ少年団 

坂出ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

坂出東部ジュニアバレースポーツ少年団 

加茂ジュニアバレースポーツ少年団 

府中ジュニアバレースポーツ少年団 

瀬戸大橋 F･C スポーツ少年団 

坂出中央サッカースポーツ少年団 

府中剣道スポーツ少年団 

坂出東部ミニバスケットボールスポーツ少年団 

金山ミニバスケットボールスポーツ少年団 

坂出東部拳法部スポーツ少年団 

林田拳法スポーツ少年団 

坂出東部バドミントンスポーツ少年団 

多種目スポーツ少年団 

水泳スポーツ少年団 

宇多津ジュニアバレー部スポーツ少年団 

宇多津サッカークラブスポーツ少年団 

土庄レッズスポーツ少年団 

渕崎クラブスポーツ少年団 

オリーブアイランドヨットスポーツ少年団 

土庄剣道スポーツ少年団 

渕崎剣道スポーツ少年団 

大鐸剣道スポーツ少年団 

四海剣道スポーツ少年団 

小豆島順道館柔道スポーツ少年団 

土庄ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 
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渕崎少女バレーボールクラブスポーツ少年団 

渕崎男子バレーボールクラブスポーツ少年団 

土庄美島サッカークラブスポーツ少年団 

勝間ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

城東サッカースポーツ少年団 

城辰バレーボールスポーツ少年団 

丸亀ラグビースポーツ少年団 

飯野サッカースポーツ少年団 

郡家バレーボールスポーツ少年団 

丸亀武道館一心会スポーツ少年団 

丸亀柔道スポーツ少年団 

城北ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

郡家剣道スポーツ少年団 

城西ミニバスケットボール女子スポーツ少年団 

今津スポーツ少年団 

郡家サッカースポーツ少年団 

丸亀空手道スポーツ少年団 

城南サッカースポーツ少年団 

城北軟式野球スポーツ少年団 

城乾卓球スポーツ少年団 

丸亀なぎなたスポーツ少年団 

城坤剣道スポーツ少年団 

丸亀郡家軟式野球スポーツ少年団 

飯野バドミントンスポーツ少年団 

城乾サッカースポーツ少年団 

丸亀城東少年野球スポーツ少年団 

垂水サッカースポーツ少年団 

城辰サッカースポーツ少年団 

垂水ソフトボールスポーツ少年団 

丸亀城西軟式野球スポーツ少年団 

丸亀ジュニアソフトテニススポーツ少年団 

垂水バレーボールスポーツ少年団 

卓球家ジュニアスポーツ少年団 

垂水卓球スポーツ少年団 

飯山少年野球クラブシニアスポーツ少年団 

飯山女子ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

飯山少年サッカークラブスポーツ少年団 

飯山ジュニア男子バレーボールクラブスポーツ少年団 

氷上卓球スポーツ少年団 

進武会三木町空手道スポーツ少年団 

平井卓球スポーツ少年団 

三木剣道スポーツ少年団 

白山剣道スポーツ少年団 

少林寺拳法琴弾スポーツ少年団 

少林寺拳法観音寺こだるまスポーツ少年団 

少林寺拳法観音寺スポーツ少年団 

一ノ谷ライオンズスポーツ少年団 

少林寺拳法観音寺中央スポーツ少年団 

観音寺ミニバスケットボールスポーツ少年団 

粟井スポーツ少年団 

観音寺西柔道スポーツ少年団 

少林寺拳法粟井スポーツ少年団 

豊田パンサーズスポーツ少年団 

観音寺グローサージュニアサッカースクールスポーツ少年団 

観南ソフトボールスポーツ少年団 

一ノ谷 FCスポーツ少年団 

和道会大野原スポーツ少年団 

大野原グランパススポーツ少年団 

少林寺拳法大野原スポーツ少年団 

少林寺拳法豊南スポーツ少年団 

豊浜空手道スポーツ少年団 

豊浜スポーツ少年団 

豊浜少年野球スポーツ少年団 

直島剣道スポーツ少年団 

引田ブルーサンダーススポーツ少年団 

引田空手スポーツ少年団 

引田剣道スポーツ少年団 

本町少年野球スポーツ少年団 

本町剣道スポーツ少年団 

本町ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

白鳥ジュニアファイターズスポーツ少年団 

白鳥ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

白鳥剣道スポーツ少年団 

白鳥柔道スポーツ少年団 

東かがわフットボールクラブスポーツ少年団 

三本松スポーツ少年団剣志会 

三本松ミニバスケットスポーツ少年団 

誉水ミニバスケットボールスポーツ少年団 
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丹生ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

大内空手スポーツ少年団 

大内剣道スポーツ少年団 

大内柔道スポーツ少年団 

 

 【徳島県スポーツ少年団】 

松島スポーツ少年団 

高志スポーツ少年団 

大山スポーツ少年団 

貞光少年野球クラブスポーツ少年団 

岩倉ポパイズスポーツ少年団 

穴吹レッドファイターズスポーツ少年団 

橘ビッキーズスポーツ少年団 

富岡スワローズスポーツ少年団 

大野城山（剣道）スポーツ少年団 

中野島スポーツ少年団 

加茂谷白龍スポーツ少年団 

羽ノ浦少年剣道スポーツ少年団 

桑野シルバータイガーススポーツ少年団 

大野城山少年野球部スポーツ少年団 

加茂谷若鮎クラブスポーツ少年団 

羽ノ浦サッカースポーツ少年団 

津乃峰ジュニアスポーツ少年団 

長生 JVC スポーツ少年団 

富岡サッカースポーツ少年団 

石井町リーダースポーツ少年団 

石井ラビット JVC スポーツ少年団 

助任ホークス野球部スポーツ少年団 

少林寺拳法渭東スポーツ少年団 

上八万野球部スポーツ少年団 

昭和スポーツ少年団 

大松少年野球部スポーツ少年団 

内町野球スポーツ少年団 

城東少年少女卓球クラブスポーツ少年団 

城東クラブスポーツ少年団 

八万サッカークラブスポーツ少年団 

昭和ブライターズスポーツ少年団 

田宮ビクトリーサッカースポーツ少年団 

飯尾敷地レッドスターズスポーツ少年団 

西麻植少年野球クラブスポーツ少年団 

鴨島バッファローズスポーツ少年団 

鴨島タイガーススポーツ少年団 

森山フットボールクラブスポーツ少年団 

鴨島サッカースポーツ少年団 

Y･S･C オーレスポーツ少年団 

上浦少年剣道教室スポーツ少年団 

鴨島少年剣道教室スポーツ少年団 

知恵島 JVC スポーツ少年団 

森山 JVC スポーツ少年団 

西麻植 JVC スポーツ少年団 

鴨島キャッツスポーツ少年団 

川島少年野球クラブスポーツ少年団 

山瀬ファイターズスポーツ少年団 

山川イーグルススポーツ少年団 

川田パンダーススポーツ少年団 

山川少年サッカークラブスポーツ少年団 

山川スポーツ少年団修錬館スポーツ少年団 

山川ソフトテニススポーツ少年団 

徹心道場スポーツ少年団 

市場剣道教室スポーツ少年団 

HAYASHIファンタジアフットボールクラブスポーツ少年団 

KAC スポーツ少年団 

鳴門第一サッカークラブスポーツ少年団 

勝浦タイガーススポーツ少年団 

生比奈少年野球クラブスポーツ少年団 

生比奈クラブスポーツ少年団 

櫛渕少年野球スポーツ少年団 

南校少年野球スポーツ少年団 

小松島少剣クラブスポーツ少年団 

南小松島スポーツ少年団 

千代スポーツ少年団 

小松島少年サッカースクールスポーツ少年団 

藍住南タイガーススポーツ少年団 

藍住西ファイターズスポーツ少年団 

藍住北キングスポーツ少年団 

藍住東ジャイアンツスポーツ少年団 

藍住西 FCスポーツ少年団 

藍住北サッカースポーツ少年団 
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藍住南ジュニアバレークラブスポーツ少年団 

藍住西ジュニアエーススポーツ少年団 

北斗七星スポーツ少年団 

藍住剣道スポーツ少年団 

合気道藍住スポーツ少年団 

藍住真導スポーツ少年団 

日本拳法藍住スポーツ少年団 

少林寺拳法藍住スポーツ少年団 

徳島ムーミンクラブスポーツ少年団 

藍愛クラブスポーツ少年団 

藍住エンジェルスポーツ少年団 

オスト少年サッカークラブスポーツ少年団 

藍住南 FCスポーツ少年団 

 

【愛媛県スポーツ少年団】 

浮穴ソフトスポーツ少年団 

松山ヤンキーススポーツ少年団 

久枝サッカースポーツ少年団 

堀江体協サッカースポーツ少年団 

垣生サッカースポーツ少年団 

潮見スポーツ少年団 

桑原サッカースポーツ少年団 

桑原剣道会スポーツ少年団 

桑原スポーツ少年団 

垣生スポーツ少年団 

素鵞サッカースポーツ少年団 

小野スポーツ少年団 

宮前サッカークラブスポーツ少年団 

生石ジャガーズスポーツ少年団 

河野スポーツ少年団 

波方町（波方修道館）スポーツ少年団 

国安ミニバススポｰツ少年団 

西条拳剛会空手玉津スポｰツ少年団 

徳田スポｰツ少年団 

多賀スポｰツ少年団 

光武館剣道スポーツ少年団 

川上サッカースポーツ少年団 

川内ジュニアバドミントンスポーツ少年団 

菅田ミニバスケットボールスポーツ少年団 

新谷ソフトボールスポーツ少年団 

大洲剣道スポーツ少年団 

喜多サッカースポーツ少年団 

平野スポーツ少年団 

神山スポーツ少年団 

八西柔道スポーツ少年団 

八幡浜ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

保内剣道スポーツ少年団 

川上剣道スポーツ少年団 

舌田スポーツ少年団 

千丈スポーツ少年団 

川上ジュニアスポーツ少年団 

双岩スポーツ少年団 

日土スポーツ少年団 

宮内スポーツ少年団 

真穴スポーツ少年団 

八幡浜ジュニアサッカースポーツ少年団 

松蔭スポーツ少年団 

川之石スポーツ少年団 

 

【高知県スポーツ少年団】 

旭卓球スポーツ少年団 

潮江南スポーツ少年団 

横浜スポーツ少年団 

江陽スポーツ少年団 

介良富士スポーツ少年団 

一ツ橋フェニックススポーツ少年団 

鴨田バレーボールスポーツ少年団 

黒潮剣道スポーツ少年団 

潮江南 V.B スポーツ少年団 

三里剣道スポーツ少年団 

鴨田スポーツ少年団フットボールクラブ 

大津スポーツ少年団 

諸木スワローズスポーツ少年団 

高須 ZION スポーツ少年団 

一宮東剣道スポーツ少年団 

一宮東バドミントンスポーツ少年団 

鴨田バッファローズスポーツ少年団 

こうようスポーツ少年団ソフトテニスサークルスポーツ少年団 
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潮江南剣道スポーツ少年団 

土佐 JAC スポーツ少年団 

久藤柔道スポーツ少年団 

横浜フェニックスミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

十津剣道スポーツ少年団 

うきつエンジェルスポーツ少年団 

佐喜浜スターズスポーツ少年団 

 

【福岡県スポーツ少年団】 

須玖第三スポーツ少年団 

大谷スポーツ少年団 

小倉第一ジュニアホークススポーツ少年団 

紅葉ケ丘スポーツ少年団 

春日野ライオンズスポーツ少年団 

千歳ビクトリーズスポーツ少年団 

天神山レッドスターズスポーツ少年団 

天神山ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

ジュニアエアロビクス HOTKIDS スポーツ少年団 

宇美町少年野球教室スポーツ少年団 

宇美ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

宇美町少年柔道教室スポーツ少年団 

宇美町合気道祥雲塾スポーツ少年団 

広渡スポーツ少年団 

浅木スポーツ少年団 

おんがサッカースポーツ少年団 

頃末水泳スポーツ少年団 

伊左座ソフトボールスポーツ少年団 

伊左座野球スポーツ少年団 

修心館スポーツ少年団 

一枝スポーツ少年団 

大谷スポーツ少年団 

大谷バレーボールスポーツ少年団 

上津役クラブスポーツ少年団 

小石サッカースポーツ少年団 

桜丘スポーツ少年団 

大里東少年野球スポーツ少年団 

高須少年スポーツ少年団 

中井バレーボールスポーツ少年団 

沼スポーツ少年団 

東筑ファイターズスポーツ少年団 

本城フレンズスポーツ少年団 

吉田レグルススポーツ少年団 

つくしヤングラガーズスポーツ少年団 

城南剣道スポーツ少年団 

わかばサッカースポーツ少年団 

 

【佐賀県スポーツ少年団】 

佐賀松武館スポーツ少年団 

日新スーパーラビッツスポーツ少年団 

本庄少年剣道クラブスポーツ少年団 

西神野第 1スポーツ少年団 

西神野第 2スポーツ少年団 

西神野第 3スポーツ少年団 

西神野第 4スポーツ少年団 

西神野第 5スポーツ少年団 

嘉瀬少年剣道クラブスポーツ少年団 

牛津 FC ジュニアスポーツ少年団 

芦刈少女バレーボールクラブスポーツ少年団 

上峰サッカークラブスポーツ少年団 

上峰ジュニアバレーボールスポーツ少年団 

上峰少年空手クラブスポーツ少年団 

上峰少年野球クラブスポーツ少年団 

東山代少年陸上スポーツ少年団 

波多津少年野球スポーツ少年団 

 

【長崎県スポーツ少年団】 

時津サッカースポーツ少年団 

時津北サッカースポーツ少年団 

時津東サッカースポーツ少年団 

生月剣道スポーツ少年団 

舘浦剣道スポーツ少年団 

生月空手道スポーツ少年団 

山田空手道スポーツ少年団 

生月 JFC スポーツ少年団 

維新館平戸スポーツ少年団 

少林寺拳法飯盛スポーツ少年団 

北諫早サッカースポーツ少年団 

みはる台サッカークラブスポーツ少年団 
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西諫早少年野球スポーツ少年団 

高西野球クラブスポーツ少年団 

旭が丘サッカースポーツ少年団 

JFC 大村スポーツ少年団 

西大村サッカースポーツ少年団 

旭クラブスポーツ少年団 

大村クラブスポーツ少年団 

鈴田少年野球クラブスポーツ少年団 

佐世保尚武館スポーツ少年団 

佐世保市空手道協会スポーツ少年団 

相浦武道会剣道スポーツ少年団 

諏訪スポーツ少年団 

城山サッカースポーツ少年団 

南陽 FC スポーツ少年団 

横尾サッカースポーツ少年団 

茂木サッカークラブスポーツ少年団 

畝刈小年サッカースポーツ少年団 

小江原サッカースポーツ少年団 

西浦上サッカースポーツ少年団 

銭座サッカースポーツ少年団 

戸町サッカースポーツ少年団 

鳴見台サッカースポーツ少年団 

長崎ドリームスフットボールクラブスポーツ少年団 

土井首サッカースポーツ少年団 

稲佐青空スポーツ少年団 

伊良林バッファロースポーツ少年団 

伊良林ゆうかりタイガーススポーツ少年団 

小江原少年スポーツ少年団 

桜が丘ソフトスポーツ少年団 

小ヶ倉クラッシャーズスポーツ少年団 

小榊ドラゴンズスポーツ少年団 

手熊ビクトリースポーツ少年団 

戸町小少年ソフトボールスポーツ少年団 

西城山西部スポーツ少年団 

日見マンフルズスポーツ少年団 

輝心会福田スポーツ少年団 

長崎空手道空成会スポーツ少年団 

瓊友会スポーツ少年団 

勝和会空手道稲佐支部スポーツ少年団 

空手道勝和会浦上支部スポーツ少年団 

勝和会滑石スポーツ少年団 

空手道勝和会日吉スポーツ少年団 

空手道勝和会三重支部スポーツ少年団 

進和会長崎本部スポーツ少年団 

橘道場スポーツ少年団 

西町剣友会スポーツ少年団 

長崎東剣聖会スポーツ少年団 

小ヶ倉ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

小榊サッカースポーツ少年団 

高尾サッカースポーツ少年団 

長崎南山ジュニアフットボールスポーツ少年団 

橘サッカースポーツ少年団 

南長崎サッカースポーツ少年団 

青山少年スポーツ少年団 

山里サッカースポーツ少年団 

長崎 YMCA サッカークラブスポーツ少年団 

和道会西北道場スポーツ少年団 

 

【熊本県スポーツ少年団】 

城南町少年剣道スポーツ少年団 

城南火の君太鼓スポーツ少年団 

少林寺拳法八代スポーツ少年団 

人吉市少年野球クラブ（軟式）スポーツ少年団 

人吉市空手道繊月会スポーツ少年団 

人吉少林寺拳法スポーツ少年団 

人吉 JFC スポーツ少年団 

水俣市少林寺拳法スポーツ少年団 

荒尾ジュニア卓球クラブスポーツ少年団 

八幡剣心会スポーツ少年団 

平井少年剣道クラブスポーツ少年団 

荒尾中央 Jr スターズスポーツ少年団 

桜山クラブスポーツ少年団 

 

【大分県スポーツ少年団】 

FC.USA スポーツ少年団 

宇佐八幡スポーツ少年団 

天津スポーツ少年団 

豊川フェニックススポーツ少年団 
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宇佐市錬心館空手道スポーツ少年団 

宇佐空手道スポーツ少年団 

四日市北 JFC スポーツ少年団 

天津フットベースボールスポーツ少年団 

駅館ジュニアスポーツ少年団 

高家球愛バレーボールクラブスポーツ少年団 

G.S.院内スポーツ少年団 

安心院（野球）スポーツ少年団 

四日市南 SSC スポーツ少年団 

四日市スポーツ少年団 

城ヶ峰スポーツ少年団 

柳ヶ浦ボーイズスポーツ少年団 

安心院陸上スポーツ少年団 

別府緑丘空手道スポーツ少年団 

玖珠 Jr.V.B.C スポーツ少年団 

中津豊陽ジュニアバスケットボールクラブ男子スポーツ少年団 

中津豊陽ジュニアバスケットボールクラブ女子スポーツ少年団 

川上スポーツ少年団 

豊後大野市少年柔道教室スポーツ少年団 

おがたいきいきスポーツクラブNest野球スポーツ少年団 

三重町東部少女バレーボールスポーツ少年団 

千歳野球スポーツ少年団 

米水津ブルーファイターズスポーツ少年団 

渡町台陸上クラブスポーツ少年団 

佐伯ジュニアバレースポーツ少年団 

木立ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 

下堅田ジュニアバレースポーツ少年団 

金池少年野球スポーツ少年団 

王子スポーツクラブスポーツ少年団 

荏隈ジュニアナインスポーツ少年団 

舞鶴少年野球団スポーツ少年団 

小佐井少年野球クラブスポーツ少年団 

金池長浜サッカースポーツ少年団 

中島荷揚サッカースポーツ少年団 

春日サッカースポーツ少年団 

大道サッカースポーツ少年団 

南大分サッカー少年団 

荏隈サッカースポーツ少年団 

東大分サッカースポーツ少年団 

明野西 JFC スポーツ少年団 

明野東サッカースポーツ少年団 

三佐サッカースポーツ少年団 

明治サッカースポーツ少年団 

明治北サッカースポーツ少年団 

判田サッカースポーツ少年団 

賀来ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 

西の台 JFC スポーツ少年団 

大在サッカースポーツ少年団 

明治ミニバスケットボールスポーツ少年団 

川添ミニバスケットボールスポーツ少年団 

城南少女フットベースボールスポーツ少年団 

寒田フットベースボール部スポーツ少年団 

大分明野空手道スポーツ少年団 

明野ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団 

敷戸育泳会スポーツ少年団 

大分中央陸上スポーツ少年団 

東稙田剣友会スポーツ少年団 

挾間陸上クラブスポーツ少年団 

臼杵南スポーツ少年団 

福良ヶ丘スポーツ少年団 

南野津スポーツ少年団 

佐志生フットベースボールスポーツ少年団 

戸室スポーツ少年団 

野津スポーツ少年団 

市浜スポーツ少年団 

 

【宮崎県スポーツ少年団】 

川南中央野球スポーツ少年団 

山本野球スポーツ少年団 

川南ソフトテニススポーツ少年団 

宮崎球友スポーツ少年団 

赤江小スポーツ少年団 

宮崎スターズスポーツ少年団 

大淀イーグルススポーツ少年団 

くどみサッカースポーツ少年団 

住吉'76 スポーツ少年団 

大塚台少年野球クラブスポーツ少年団 

清武柔道（志道館）スポーツ少年団 
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清武剣道清滝館スポーツ少年団 

広瀬北剣道スポーツ少年団 

宮崎バッファロースポーツ少年団 

くどみミニバスケットボール部スポーツ少年団 

木花ジャガーズスポーツ少年団 

大塚スポーツ少年団 

青空バレーボールスポーツ少年団 

宮崎神武館（第 1）スポーツ少年団 

宮崎神武館（第 2）スポーツ少年団 

宮崎神武館（第 3）スポーツ少年団 

尚礼館スポーツ少年団 

大久保錬心舘スポーツ少年団 

木花バレーボールスポーツ少年団 

ワニツカバレースポーツ少年団 

檍北バレーボールスポーツ少年団 

恒富サッカースポーツ少年団 

方財ソフトボールクラブスポーツ少年団 

梅北球友スポーツ少年団 

上長飯わかばスポーツ少年団 

志比田スポーツ少年団 

志和池野球スポーツ少年団 

五十市タイガーススポーツ少年団 

庄内青空スポーツ少年団 

鷹尾ホークススポーツ少年団 

明道スポーツ少年団 

菓子野イナズマスポーツ少年団 

丸野ライガーススポーツ少年団 

東小スポーツ少年団 

西小野球スポーツ少年団 

南小友愛スポーツ少年団 

乙房スポーツ少年団 

祝吉オリオンズスポーツ少年団 

今町ファイターズスポーツ少年団 

大王小野球スポーツ少年団 

沖水ジャイアンツスポーツ少年団 

山之口野球スポーツ少年団 

中霧野球スポーツ少年団 

山田野球スポーツ少年団 

高城野球スポーツ少年団 

石山野球スポーツ少年団 

有水野球スポーツ少年団 

川東サッカースポーツ少年団 

上長飯サッカースポーツ少年団 

都城サッカースポーツ少年団 

アベンソアールスポーツ少年団 

FC 志和池スポーツ少年団 

五十市フットボールクラブスポーツ少年団 

FC 沖水スポーツ少年団 

庄内サッカースポーツ少年団 

姫城 FC サッカースポーツ少年団 

山之口サッカースポーツ少年団 

木之川内サッカースポーツ少年団 

高城サッカースポーツ少年団 

都城武道館柔道部スポーツ少年団 

少林寺拳法都城妻ケ丘スポーツ少年団 

少林寺拳法高崎スポーツ少年団 

錬心館明和支部スポーツ少年団 

錬心舘空手道志比田スポーツ少年団 

山之口町空手道スポーツ少年団 

山田空手道スポーツ少年団 

都城スマイルソフトテニススポーツ少年団 

川東バレーボールスポーツ少年団 

大王少女バレースポーツ少年団 

丸野少女クラブスポーツ少年団 

庄内 J.V.C スポーツ少年団 

西少女バレースポーツ少年団 

安久少女バレースポーツ少年団 

南球友少女バレークラブスポーツ少年団 

沖水少女バレーボールスポーツ少年団 

上長飯小バレースポーツ少年団 

梅北少女バレースポーツ少年団 

山之口さくらバレースポーツ少年団 

麓はまゆうスポーツ少年団 

山田 J.V.C スポーツ少年団 

中霧島バレーボールスポーツ少年団 

高崎少女バレーボールクラブスポーツ少年団 

高城少女バレースポーツ少年団 

石山少女バレースポーツ少年団 
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有水少女バレースポーツ少年団 

志和池ミニバスケットスポーツ少年団 

梅北ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

庄内ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

今町ミニバスケットボールスポーツ少年団 

都城東ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 

安久インディカスミニバスケットスポーツ少年団 

都城武道館剣道スポーツ少年団 

誠之館スポーツ少年団 

上長飯剣友クラブスポーツ少年団 

乙房剣友スポーツ少年団 

明和剣友クラブスポーツ少年団 

都城西小剣友クラブスポーツ少年団 

五十市剣道スポーツ少年団 

木脇ソフトスポーツ少年団 

国富ドッグベアーズスポーツ少年団 

ランバーズ野球スポーツ少年団 

木脇サッカースポーツ少年団 

 

【鹿児島県スポーツ少年団】 

手打剣道スポーツ少年団 

可愛バレーボールスポーツ少年団 

轟ファイターズスポーツ少年団 

高尾野ソフトボールスポーツ少年団 

高尾野陸上スポーツ少年団 

米ノ津バッファローズスポーツ少年団 

野田ソフトボールスポーツ少年団 

出水市陸上スポーツ少年団 

米ノ津東バスケットボールスポーツ少年団 

西伊敷ソフトボールスポーツ少年団 

錦江台ソフトボールスポーツ少年団 

原良ソフトボールスポーツ少年団 

中山剣道スポーツ少年団 

東谷山ソフトボールスポーツ少年団 

星峯東ミニバスケットボールスポーツ少年団 

郡山バレーボールスポーツ少年団 

明和校区ソフトボールスポーツ少年団 

西陵校区ミニバスケットボールスポーツ少年団 

田上バレーボールスポーツ少年団 

賢友会空手道スポーツ少年団 

玉江バドミントンスポーツ少年団 

大明丘バドミントンスポーツ少年団 

中郡バレーボールスポーツ少年団 

桜丘西バドミントンスポーツ少年団 

覚道館吉野空手道スポーツ少年団 

原良剣道スポーツ少年団 

西伊敷ミニバスケットボールスポーツ少年団 

西陵校区ソフトボールスポーツ少年団 

東谷山剣道スポーツ少年団 

花野バドミントンスポーツ少年団 

西陵校区バレーボールスポーツ少年団 

大龍ソフトボールスポーツ少年団 

鹿児島南ソフトボールスポーツ少年団 

清和剣道スポーツ少年団 

宮川ソフトボールスポーツ少年団 

西田バドミントンスポーツ少年団 

武岡台バドミントンスポーツ少年団 

吉野東バレーボールスポーツ少年団 

和田バレーボールスポーツ少年団 

坂元バドミントンスポーツ少年団 

大龍軟式野球スポーツ少年団 

鴨池空手道スポーツ少年団 

伊敷台空手道スポーツ少年団 

鹿児島糸洲会空手道スポーツ少年団 

荒田ソフトボールスポーツ少年団 

国分北軟式野球スポーツ少年団 

シャトル国分スポーツ少年団 

国分サッカースポーツ少年団 

一心会スポーツ少年団 

頴娃青雲スポーツ少年団 

川辺小水泳スポーツ少年団 

川辺剣道スポーツ少年団 

川辺サッカースポーツ少年団 

蒲生若葉バレーボールスポーツ少年団 

建昌サッカースポーツ少年団 

重富少年野球クラブスポーツ少年団 

加治木柁城ミニバスケットボールスポーツ少年団 

帖佐野球スポーツ少年団 
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加治木少年空手クラブスポーツ少年団 

加世田ソフトボールスポーツ少年団 

益山バレーボールスポーツ少年団 

万世ソフトボールスポーツ少年団 

加世田バレーボールスポーツ少年団 

加世田野球スポーツ少年団 

内山田ソフトボールスポーツ少年団 

益山軟式野球スポーツ少年団 

加世田サッカースポーツ少年団 

万世サッカースポーツ少年団 

川畑 Vスターズスポーツ少年団 

赤生木ソフトボールスポーツ少年団 

玉林スポーツ少年団 

大浦町少年野球スポーツ少年団 

大浦町剣道スポーツ少年団 

大浦町少女バレーボールスポーツ少年団 

大津サッカースポーツ少年団 

鳥越ライオンズスポーツ少年団 

清原柔道スポーツ少年団 

坊津学園剣道スポーツ少年団 

阿多ソフトボールスポーツ少年団 

松田スポーツ少年団 

田布施ソフトボールスポーツ少年団 

大田ソフトボールスポーツ少年団 

佐多バレーボールスポーツ少年団 

神山バレーボールスポーツ少年団 

神山ソフトボールスポーツ少年団 

大口空手スポーツ少年団 

大口福心館空手道スポーツ少年団 

田中ソフトボールスポーツ少年団 

羽月水泳スポーツ少年団 

曽木ソフトボールスポーツ少年団 

天城サンダーズスポーツ少年団 

串木野暁剣道スポーツ少年団 

市来柔道（柔心道館）スポーツ少年団 

串木野西陸上スポーツ少年団 

若鷲ソフトボールスポーツ少年団 

汐見ソフトボールスポーツ少年団 

羽島剣道スポーツ少年団 

安楽バレーボールスポーツ少年団 

志布志バレーボールスポーツ少年団 

志布志中剣道スポーツ少年団 

香月水泳スポーツ少年団 

志布志水泳スポーツ少年団 

SLC 水泳スポーツ少年団 

志布志なかよしスポーツ少年団 

FC 志布志 U-12 スポーツ少年団 

安楽小ソフトボールスポーツ少年団 

潤ヶ野小ソフトボールスポーツ少年団 

志布志ソフトボールスポーツ少年団 

香月ソフトボールスポーツ少年団 

志布志柔道相撲スポーツ少年団 

青雲館剣道スポーツ少年団 

松山ソフトボールスポーツ少年団 

尾野見バレースポーツ少年団 

松山バレーボールスポーツ少年団 

通山剣道スポーツ少年団 

伊﨑田小ソフトボールスポーツ少年団 

通山ソフトボールスポーツ少年団 

伊﨑田小バレーボールスポーツ少年団 

有明少女バレーボールスポーツ少年団 

ベリーズバレーボールスポーツ少年団 

有明サッカースポーツ少年団 

宮浦ソフトボールスポーツ少年団 

愛子ソフトボールスポーツ少年団 

 

【沖縄県スポーツ少年団】 

米須オリオンズスポーツ少年団 

新屋敷スポーツ少年団 

糸満市空手道スポーツ少年団 

西崎アングルスポーツ少年団 

糸満ファン．タッチクラブスポーツ少年団 

糸満ベアーズスポーツ少年団 

FC 高スポーツ少年団 

FC 西崎スポーツ少年団 

三和ジュニアスポーツ少年団 

糸満 JFC スポーツ少年団 

西崎卓球クラブスポーツ少年団 
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パークタウン少年野球スポーツ少年団 

西崎アスリートクラブスポーツ少年団 

三和 FC スポーツ少年団 

錬磨会スポーツ少年団 

オール上間スポーツ少年団 

大道ベアーズスポーツ少年団 

真和志ヤンキーズスポーツ少年団 

高良フットボールクラブスポーツ少年団 

石嶺ブレーブススポーツ少年団 

崎山ハイツスポーツ少年団 

剣道クラブ養秀会スポーツ少年団 

城東ロッキーズスポーツ少年団 

具志タイガーススポーツ少年団 

高良カープスポーツ少年団 

松島クラブスポーツ少年団 

古蔵ファイターズスポーツ少年団 

安謝クラブスポーツ少年団 

泊メッツスポーツ少年団 

城北剣道クラブスポーツ少年団 

松川ライオンズ JBC スポーツ少年団 

わかわし剣道スポーツ少年団 

天妃カープスポーツ少年団 

大名スピリッツスポーツ少年団 

大名メッツスポーツ少年団 

仲井真ライオンズスポーツ少年団 

識名 BF スポーツ少年団 

与儀守礼スポーツ少年団 

那覇ジュニア SC スポーツ少年団 

チャイルド SCスポーツ少年団 

仲井真小学校ミニバスケットスポーツ少年団 

小禄金城スワローズスポーツ少年団 

垣花モスキートスポーツ少年団 

那覇警察剣道スポーツ少年団 

開南 FC スポーツ少年団 

小禄南エンジェルススポーツ少年団 

城西スポーツ少年団 

弁ケ岳ファイターズスポーツ少年団 

なはスカイシャトルズスポーツ少年団 

FC 南スポーツ少年団 

石嶺 JFC スポーツ少年団 

城岳 MBC スポーツ少年団 

宮里スポーツ少年団 

栄野比ゼットスポーツ少年団 

安ゲ名ジャイアンツスポーツ少年団 

田場スワローズスポーツ少年団 

髙江洲スパローズスポーツ少年団 

天願フェニックススポーツ少年団 

具志川シャークススポーツ少年団 

兼原タイガーススポーツ少年団 

志林川ファイターズスポーツ少年団 

少年大和スポーツ少年団 

みどりキッカーズスポーツ少年団 

西原ピーススポーツ少年団 

川崎タイガーススポーツ少年団 

昆布アトムズスポーツ少年団 

石川岳少年剣道教室スポーツ少年団 

東山少年団スポーツ少年団 

石川野友スポーツ少年団 

白保バレーボールクラブスポーツ少年団 

スポーツ少年団新川スポーツ少年団 

新川小学校ミニバスケットボールスポーツ少年団 

平真ミニバスケットボールスポーツ少年団 

石垣小学校ミニバスケットボール部スポーツ少年団 

少年スネークスポーツ少年団 

少年武蔵スポーツ少年団 

少年荒鷲スポーツ少年団 

アカハチスポーツ少年団 

 


