バレーボール・ミニバレーボール
--------------------------------------------------------------------------------------------

長和小体育館
ママさん、社会人（女性、年齢制限無し）
週 1 回の練習ですが、出席率が高く楽しく活動していま
人数 16 名 日時・頻度 週 1 回（火）
す。シニアチームと若い部員を中心とした両方の良さ
大会・発表の場 年間 8～10 回程度の大会に参加
を兼ね備え、30～70 代のメンバーで構成されています。
会費 月 1,000 円 連絡先 廣内敏子
-----------------------------------------------------------------------------------------を楽しみたい方 人数 9 名 日時・頻度 週 1 回（火）
関内 PEACE（せきないぴーす）
大会・発表の場 年に数回、大会に出場。（主に伊達市で
みんなで楽しくバレーボールをしています!! 現在 9 名の
開催されるもの。レディースバレーボール大会等）
会員で活動しており、一緒に楽しく練習できる方、随
会費 月 500 円 連絡先 赤間由紀
時募集しています!!
活動場所 関内小体育館 対象 女性。楽しくバレーボール
-------------------------------------------------------------------------------------------育館、まなびの里体育館等 対象 小学生以上
伊達市バレーボール協会
日時・頻度 各チーム週 2 回 大会・発表の場 大会：一般
（だてしばれーぼーるきょうかい）
（年 3 回）、ママさん（年 4 回） 会費 各チームにより
各チームが、それぞれ練習に励み大会への出場を目指
異なります 連絡先 福澤範子
しています。 活動場所 市内小・中学校体育館、市総合体

エラーズ（えらーず）

活動場所
対象

-------------------------------------------------------------------------------------------感謝の気持ちをもって活動をしていきたいです。
伊達レモンズバレーボール少年団（だてれも
活動場所 主に伊達小体育館で週に 3 回活動しています
んずばれーぼーるしょうねんだん）
対象 小学生 人数 約 15 名 日時・頻度 週 3 回（月・水・
私たち伊達レモンズは、伊達小体育館で週 3 回バレー
金）、他に土・日は大会など 大会・発表の場 年回 10 回
ボールの練習に汗を流しています。バレーの他にも地
域のゴミ拾いなどの奉仕活動も積極的に行っています。 程度、大会に参加 会費 団費として月 1,500 円の他、
スポーツ保険代など 連絡先 八木沼好子
大会や宿泊遠征などで仲間と共に過ごす時間が多いの
yoppikko@gmail.com
で、自然と仲間を大切にする気持ちが芽生え、子ども
同士とても仲が良いです。これからも周りの人達への
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません
ラウディークラブ（らうでぃーくらぶ）
人数 12 名 日時・頻度 週 2 回（火・金）19：30〜21：30
伊達市を中心に伊達近郊の社会人でバレーボールを楽
大会・発表の場 協会長杯、協会結成記念大会
しんでいます。男子チーム女子チームに分かれ市の大
会費 月 1,500 円 連絡先 岩倉豊｜ ebo8matu@gmail.com
会を中心に活動しています。初心者も、気軽に参加し
てください。
-------------------------------------------------------------------------------------------人数 12 名 日時・頻度 週 2 回（火・金）19:30〜21:30 大
伊達若草（だてわかくさ）
会・発表の場 例年、伊達市のバレーボールの大会や全道
伊達若草は現在、20～50 代と幅広い年齢層のメンバー
につながる予選会に参加しています
でバレーボールを楽しんでいます。毎週火・金曜日午
会費 月 1,500 円（スポーツ保険料 1,850 円、登録料が別
後 7 時半から 2 時間汗を流しています。初心者・経験者
途かかります） 連絡先 竹内弥生
問わず、バレーが好きな女性の方お待ちしております。
活動場所 市総合体育館 対象 バレーボールが好きな女性の方

伊達政宗ダンガンズバレーボール少年団
（だてまさむねだんがんずばれーぼーるしょうねんだん）

平成 15 年男子バレーボール少年団を旗揚げ。政宗ダン
ガンズは、楽しむ、頑張る、そして、そこに強くな
る！ が加われば良しと考えています。スポーツを通し
てたくさんの事を経験してもらいたいと思っています。
現在は男女混合チームとして活動中です。
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水金：西小、月：伊達小 対象 小学 1 年生から
中学 3 年生までの男女 人数 10 名 日時・頻度 週 3 回
16：30-19：00 大会・発表の場 伊達市、室蘭市バレーボ
ール協会主催の大会はもちろん、各地方の試合にも出
場しています。 会費 月 1,500 円
連絡先 神洋平｜youpei30@yahoo.co.jp
活動場所

稀府小体育館 対象 成人女性 人数 10 名
週 1 回（水）19：00〜21：00
（まれっぷばれーぼーるぶ ぐれいつ）
大会・発表の場 胆振西部大会（5 月、9 月、10 月）、近
バレーボール好きな人達が集まって活動しています。
隣地域大会（12 月） 会費 年 3,000 円
新しい方大歓迎です。
連絡先 栗橋恵美子
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 月：光陵中体育館、金：伊達西小体育館
朝風（あさかぜ）
対象 20 代～60 代の女性 人数 10 名
大会を励みに、20 代から 60 代のメンバーで活動中。3
日時・頻度 週 2 回（月・金） 大会・発表の場 年 5 回位
月の大会は、山下町の住人を募集します。
会費 月 1,000 円 連絡先 伊勢八重子
-------------------------------------------------------------------------------------------験はないけど身体を動かしたい方など、一緒にバレー
北星体育振興会バレーボール部
で青春しよう！
（ほくせいたいいくしんこうかいばれーぼーるぶ）
活動場所 月：光陵中体育館、木：伊達西小体育館
北星バレーボール部は、北星体育振興会を拠点に活動
対象 20 才以上の女性 人数 9 名 日時・頻度 週 2 回（月：
しておりますが、知人を通じた仲間や仕事と家庭を両
光陵中、木：西小）19：00〜21：00
立している子育て中の部員が多いです。時には中高生
大会・発表の場 トリムバレーボール大会（2 月）、300 歳
の子どもたちとミニゲームなどをしながら日々練習に
バレーボール大会、レディースバレーボール大会（3
励んでいます。トリムバレーやレディースバレー、300
月）他 会費 年 3,000 円 連絡先 小野一仁
歳バレーなどの大会で頑張っています。現在部員募集
ono717113@i.softbank.jp
中です。学生時代にバレーをやっていた方、バレー経

稀府バレーボール部（グレイツ）

活動場所

日時・頻度

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZER0'Z（ぜろっず）

対象 ACP(2 歳～12 歳）／Jr.（小学生）／youth（中学高
校大学生）／Earth（年齢無制限）
人数 ACP12 名／Jr.12 名／youth18 名／Earth13 名
日時・頻度 週 4 回 大会・発表の場 ジュニア(前年度実績)
～伊達市、室蘭市新人戦、夏季大会、NHK 杯、会長杯、
八雲町大会、釧路ドリーム杯、北斗トップリーグなど。
ユース～ヤングバレーボール大会、櫻田杯、ビーチバ
レー大会、茨城国体(茨城)、マドンナカップ全国大会
(愛媛)、ビーチジャパンジュニア全国大会(大阪)など。
会費 ACP：月 3,000 円、ジュニア：月 3,500 円、ユー
ス：月 2,500 円、高校生以上は大会費などその都度。
連絡先 工藤望美｜non.chan.non@gmail.com
https://fb.com/ZER0ZVB

ZER0'Z はバレーボールを通して将来、社会で生きてい
く上で必要な「人間力」を育てることを第一の目的と
しているチームです。チームが一つの大きな家族とな
り選手の心と体を育て、家族も指導者も選手と共に成
長します。世界標準を意識した選手育成・チーム作り
を目指すとともに、幼児から小学生を対象に子どもの
発達段階に合わせた ACP も定期で活動しています
活動場所 カテゴリーによって変わりますが、主に長和
小学校体育館、伊達中学校体育館での通常練習。夏季
はビーチバレーする選手は豊浦や石狩、旭川などのビ
ーチに出掛け、練習がない日は登別のジムでトレーニ
ングも行っています。
-------------------------------------------------------------------------------------------ら楽しんでいます。活動時間内であれば好きな時間に
エクセル MV（えくせるえむぶい）
参加で OK。随時部員を募集しています。
ミニバレーボールはボールがやわらかくネットが低い、
活動場所 市総合体育館 対象 年齢・性別を問いません
さらにボールと運動靴さえあればプレーできるという
日時・頻度 週 1 回（木）9：45〜11：45 会費 月 200 円、
ことから老若男女、誰でも気軽に参加できるスポーツ
スポーツ保険料として年 1,800 円（年齢によって変わ
です。健康第一、若さを保つよういつも皆で笑いなが
ります） 連絡先 中野豊子
-------------------------------------------------------------------------------------------活動場所 市総合体育館 対象 20 代～50 代の男女
BarBies（ばーびーず）
人数 20 名 日時・頻度 週 3 回（月・水、土又は日）19：
やわらかいトリムバレーボールを使い、４人制でプレ
30～21：30 大会・発表の場 伊達ミニバレーボール協会
ーします。ネットの高さは 2m、バドミントンのコート
の大会、市民大会、室蘭ミニバレーボール協会の大会
を使います。大会では女子の部と混成の部があり、老
会費 一回 100 円 連絡先 佐藤亜矢子
若男女が楽しめるスポーツです。好きな曜日に活動参
ayanosuke-pp@docomo.ne.jp
加。20 代から 60 代の男女がいます。
http://blog.musyanavi.com/barbies
-------------------------------------------------------------------------------------------子ども連れでも大丈夫です。活動時間内であれば好き
プレジャーサークル（ぷれじゃーさーくる）
な時間に参加で OK。随時部員を募集しています。
ミニバレーボールとはゴムでできた弾力性のあるボー
活動場所 長和小学校 対象 年齢・性別を問いません
ルを使い、各チーム 4 人でバドミントンと同じ高さの
人数 12 名 日時・頻度 週 1 回（金）19：00〜21：00
2m のネット、同じ広さのコートでプレーするバレーボ
会費 月 300 円、入会初回のみボール代 200 円
ールです。働いている方でも参加できるように夜活動
連絡先 中野豊子
している、ミニバレーボールのサークルです。男女問
わず楽しくバレーをしています。初心者大歓迎です。
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稀府マップス（まれっぷまっぷす）

す。興味のある方はぜひ参加してください。若い方、
大歓迎です！ 活動場所 稀府小体育館 対象 18 歳以上
人数 20 名 日時・頻度 週 2 回（月・金）19：00〜21：00
会費 月 200 円 連絡先 渡辺和彦
nabekazu.yuuruu1010@yahoo.ne.jp

トリムバレーボールは、バレーボールよりも大きく軟
らかくしたボールを、バレーボールのルールに準じて
ネット越しに打ち合うゲームです。私達は運動不足の
解消を目的に、活発的にみんなで楽しく活動していま
---------------------------------------------------------------------------------------------

大会は、５・７・ 11 月の年３回。その他、
体育協会主催大会が２月に開催 会費 年 1,200～6,000
ミニバレーボールをやっていない人でも興味のある方は、 円（地域によって異なる）、大会参加費 １回 2,000 円
連絡先 佐藤亜矢子 ｜ annapp27@yahoo.co.jp
気軽にお問合せください。見学・体験してみましょう。
http://www.date-mini.com
活動場所 市内各地域 対象 18 歳以上でミニバレーボール
をしたい人 人数 10～30 名 日時・頻度 週 2～3 回
--------------------------------------------------------------------------------------------

伊達ミニバレーボール協会

大会・発表の場

（だてみにばれーぼーるきょうかい）

野球・ソフトボール
----------------------------------------------

OVER PRIDE（おーばーぷらいど）

人数 15 名前後 日時・頻度 4 月～10 月は主に稀府小学校
グランドにて週 4 回（火・木・土・日）※土・日は練習
試合や公式試合あり。11 月～3 月は東小学校体育館・
稀府小学校体育館にて週 4 回（火・木・土・日）
大会・発表の場 各種大会・練習試合
会費 年 30,000 円（月 2,500 円）
連絡先 下田隆 ｜alphatakashi@chime.ocn.ne.jp
https://www.ikz.jp/hp/2019

2019 年に新しく創部された野球少年団です。現在、在
籍中の選手はほぼ全員が未経験者でしたが、それぞれ
が上達し楽しく野球をやっております。学校区域にと
らわれず、幅広く野球の楽しさ・素晴らしさを伝えて
いけたらと思います。部員は随時募集中です。学年・
男女問いません。野球を始めたい子供さん、ご興味の
ある方はお気軽にお問合せ下さい。
活動場所 春～秋：稀府小学校グランド、冬季：東小学
校体育館・稀府小学校体育館場 対象 小学生
-------------------------------------------------------------------------------------------ように指導者、母集団で協力していきたいと思います。
伊達パンダーズ野球スポーツ少年団
活動場所 4～10 月：伊達小グラウンド。11～3 月：関内小体
（だてぱんだーずやきゅうすぽーつしょうねんだん）
伊達パンダーズ野球スポーツ少年団は昭和 58 年に誕生し、 育館（火・木）、伊達小体育館（土・日） 対象 小学生
人数 20 名 日時・頻度 週 3〜4 回（火・木・土・日）
主に伊達小学校に在籍する児童で構成されています。シ
大会・発表の場 年 10 回くらい 会費 年 24,000 円
ーズン中は毎週火・木は練習、土・日・祝は練習試合や
連絡先 相馬英明｜ pandersbbc@yahoo.co.jp
各種大会に参加し、他チームとの対戦を通じて交流を深
ameblo.jp/date-panders
めています。野球というスポーツを通じて礼儀、あいさ
つ、仲間との協力の大切さやスポーツの楽しさを学べる

伊達ブルータイガース（だてぶるーたいがーす）
小学 1 年生〜6 年生の野球少年団です。週 3〜4 回の活
動で、土日は大会や練習試合が中心となっています。
また、11 月〜3 月のシーズンオフも週 2 回（火木）、体
育館で体力づくりを行っています。野球というスポー
ツを通じ、チームワークや友情の大切さを学び「全員
野球」をモットーにスポーツを行う基本”楽しさ”を
根幹にしています。

17

活動場所 4～10 月：伊達西小グラウンド、11～2 月：伊
達西小体育館 対象 小学生 人数 20 名
日時・頻度 週 3〜4 回（火・木・土・日）
大会・発表の場 5〜10 月までの各種大会に出場。他に練
習試合もあります。 会費 年 20,000 円 ※途中入団は月
割りで計算 連絡先 大北広幸
hiro.1018.418.nhl@docomo.ne.jp

