
屋代スポーツ少年団

【代表者】　鈴木　規洋

屋代スポーツ少年団 NEXT

【代表者】　嶋倉　隆

ＯＮＥ

【代表者】　松本　治

090-3752-6861

山寺クラブ

【代表者】　遠藤　和彦

長井ジュニア卓球スポーツ少年団

【代表者】　青木　弘吉

0238-88-2389

やくわクラブ

【代表者】　八鍬　秀晴

0238-84-3503

卓夢会

【代表者】　渡部　真司

090-9530-0924

飯豊卓球クラブ

【代表者】　高橋　フミ子

0238-72-2532

飯豊町卓球スポーツ少年団

【代表者】　原田　淳一

090-4554-7164

小国卓球愛好会

【代表者】　竹内　賢吉

090-5236-2488

セントラル卓研

【代表者】　島貫　光司

0238-24-3040

雅ＳＴＣ

【代表者】　金子　哲士

0238-21-3757

中学生 2名 山寺中学校体育館

月曜日19:00～21:00

水曜日19:00～21:00

土曜日19:00～21:00

小学生 7名 高畠中学校小体育館

火曜日19:00～21:00

木曜日19:00～21:00

土曜日19:00～21:00

中学生 11名 高畠中学校小体育館

火曜日19:00～21:30

水曜日19:00～21:30

木曜日19:00～21:30

土曜日19:00～21:30

小中高

一般
セントラル卓研卓球場

中学生 ５名

青木卓球道場

致芳小学校体育館

西根小学校体育館

火曜日～土曜日

19:00～21:00

小学生

中学生
8名

町民スポーツセンター(金)

白椿公民館(水土日)

水曜日19:00～21:00

金曜日19:00～21:00

土曜日19:00～21:00

小学生 19名 青木卓球道場
月曜日19:00～21:00

土曜日13:00～16:10

小学生 10名 白椿体育館
火曜日19:00～20:30

木曜日19:00～20:30

小学生

中学生
22名 小国町民体育館

火曜日18:00～20:00

金曜日18:00～20:00

小学生

中学生

ピンポンショップカネコ

卓球場

小学生

中学生
15名 高畠町営体育館メイン南

木曜日20:00～22:00

日曜日19:00～22:00

ラージ/平日火水金の午前中

及び火の午後

硬式/平日16:30～18:30、

　　　　　　19:00～22:00

土日休日　　9:00～12:00 、

　　　　　　13:00~17:00

日曜日　　9:00～17:00

くにひと記念やくわ卓球道場65名

中学生主体のクラブチームです。各種大会前には練習を別会場でも行っています

強くなりたい、ライバルに勝ちたい人は是非一緒に汗を流して練習しましょう。

小、中、それぞれの実力に合った練習を行っています。また、挨拶や礼儀を重んじて、

個々のコミュニケーション能力を高めるように努めております。

チーム名 分類 活動人数 練習場 練習日時

小中高

一般

ラージ：５０歳～７５歳　健康増進のため　基本練習とゲーム練習で和気あいあいと楽しんでいる

硬式：幼児・小学生・中学生・高校生がランクごとに練習時間割当。全くの初心者でも出席回数の多い選手は大幅に

伸びている。小中学生が全国のトップクラスを目指せる環境づくりもしている。会員は地元はもちろん酒田、山形等から１

～２時間以上かけて毎週通っている選手もいる。特に小学生以下の卓球を始めたい児童は大いに歓迎です。

小学生から年配の方まで体育館のフロアに卓球台11台出して練習しております。

楽しく練習しておりますので、興味のある方は是非見学にお越しください。

私たちの団は、『努力は必ず報われる』をモットーに活動しています。練習は週２回ですが、

もっと強くなりたい人はいつでも卓球道場で練習できます。また、卓球が強いばかりでなく、

礼儀や挨拶そして、感謝の気持ちを大切にすることを常に心がけて活動しています。

興味ある方はご連絡ください。

学生クラブチーム・スポーツ少年団



沖郷中学校

【代表者】　寒河江　忍

0238-43-2271(学校)

赤湯中学校

【代表者】　渡邊　正道

0238-43-3370(学校)

宮内中学校

【代表者】　須貝　紀世美

0238-47-2251(学校)

高畠中学校

【代表者】　佐々木　健一

0238-40-0355(学校)

川西中学校

【代表者】　中川　由佳

0238-42-3155(学校)

長井南中学校

【代表者】　小林　邦弘

0238-88-5311(学校)

長井北中学校

【代表者】　岡村　佐由美

0238-88-5355(学校)

飯豊中学校

【代表者】　鈴木　美陽

0238-72-2129(学校)

白鷹中学校

【代表者】　赤間　幸生

0238-85-5531(学校)

小国中学校

【代表者】　山田　昭宏

0238-62-2051(学校)

チーム名 分類 活動人数 練習場 練習日時

中学生 24名 学校体育館 平日放課後

中学生 45名 学校多目的ホール
平日放課後

土曜日午前中

中学生 30名 学校体育館 平日放課後

中学生 36名 学校体育館
平日放課後

土曜日午前中

中学生 30名 学校ラーニング
平日放課後

土曜日午前中

中学生 22名 学校体育館
平日放課後

土曜日午前中

中学生 43名 川西町民総合体育館
平日放課後

土曜日午前中

中学生 15名
学校多目的室

サン・ビレッジ豊田

平日放課後

土曜日午前中

中学生 14名 学校多目的ホール
平日放課後

土曜日午前中

中学生 １８名 学校体育館
平日放課後

土曜日午前中

男女一緒に活動しています。初心者も多いですが、それぞれの目標に向かって

練習をがんばっています。

初心者がほとんどのチームです。楽しく充実した練習を行っています。

今年もチーム一丸になって練習に励んでいきます。練習試合よろしくお願い致します。

男子女子共に張り切って練習に取り組んでいます。

練習試合の際は宜しくお願いします。

明るく活動しています。ぜひ練習試合お願いします！

初心者がほとんどです。ぜひ練習試合をお願いします。

男女とも仲が良いチームです。一丸となって練習に励んでいます。

初心者ばかりですが、お互いがよきライバルとして練習に励んでいます。

学年・男女オープンにみんなで一緒に活動しています。

3年生から1年生まで、男子も女子もみんな一緒に仲良く練習しています。

みんな優しく、明るく、声を出してがんばっています。練習試合よろしくお願いします。

中学校



南陽高等学校

【代表者】　佐藤　進

0238-47-7401(学校)

高畠高等学校

【代表者】　小野　崇

0238-58-5400(学校)

置賜農業高等学校

【代表者】　新野　敦

0238-42-2101(学校)

長井高等学校

【代表者】　菅野　亨

0238-84-1660(学校)

長井工業高等学校

【代表者】　渡部　哲

0238-84-1662(学校)

荒砥高等学校

【代表者】　鈴木　安継

0238-85-2171(学校)

小国高等学校

【代表者】　角屋　晴彦

0238-62-2054(学校)

高校生 10名 南陽市民体育館
平日放課後

休日午前中

高校生 12名 学校体育館
平日放課後

休日午前又は午後

３年生が引退し、男子の部員は０名となってしまいましたが、女子は活発に活動しています。

全員県大会出場を目指し、日々練習に励んでいます。

日々の練習に全員がまじめに取り組み、「全員県大会出場」を目標に練習しています。

文武両道を目指し、自分たちが自主的にメニューを組み、毎日、意欲的に部活動に取り

組んでいます。限られた練習時間ですが、メニューを工夫し、集中して練習に励んでいます。

男女とも楽しさの中にも上位入賞を目指し、向上心を持って頑張っています。

チームワークを大切に日々の練習に一生懸命取り組んでいます。

高等学校

チーム名 分類 活動人数 練習場 練習日時

高校生 4名 学校体育館
平日放課後

休日午前中

高校生

歴史と伝統のある長工卓球部です。部員は少なくなりましたが、伝統復活に向けて

毎日頑張っています。

活動中は、部員全員がシッカリ声を出すように心掛けています。

今年度も、元気に活動していきますので、よろしくお願いします。

3名
学校剣道場（卓球部専

用）

平日放課後

休日午前中

高校生 ９名 学校体育館
平日放課後

休日午前中

高校生 10名 学校体育館
平日放課後

休日午前又は午後

高校生 15名 学校講堂
平日放課後

休日午前又は午後



つばさクラブ

【代表者】　五十嵐　惇一

080-3339-8135

ＯＮＥ

【代表者】　松本　治

090-3752-6861

つくしクラブ

【代表者】　松本　幸子

090-3752-6861(松本治)

長井北クラブ

【代表者】　羽村　崇伸

ＮＭＴ

【代表者】　四釜　良

長井クラブ

【代表者】　中尾　進

0238-84-5868

ケミコン山形

【代表者】　迎田　准一郎

080-5221-3437

チーム名 分類 活動人数 練習場 練習日時

一般 3名
米沢市営体育館

高畠町営体育館
不定期

一般 10名
南陽市民体育館

金山体育館

火曜日19:30～21:30

金曜日19:30～21:30

一般 30名 高畠町営体育館メイン南
木曜日20:00～22:00

日曜日19:00～22:00

一般 5名 交流センターふらり 水曜日19:00～21:00

一般 10名 ケミコン山形体育館 金曜日19:00～21:30

一般 1名

一般 3名

小学生から年配の方まで体育館のフロアに卓球台11台出して練習しております。

楽しく練習しておりますので、興味のある方は是非見学にお越しください。

リフレッシュや地域との交流を深めることを目的としていますので、卓球未経験者でも

気軽にお越しください。

ケミコン山形社内のクラブ活動で、体育館に卓球台4台を出して練習しています。

社会人クラブチーム



ＡＳＥジャパン

【代表者】　長谷川　徹

つばさクラブ

【代表者】　遠藤　敬一

川西ラージ

【代表者】　渡部　敏朗

090-7663-8371

長井ラージクラブ

【代表者】　高橋　正雄

090-7661-6832

長井白つつじ

【代表者】　板垣　登

ケミコン山形

【代表者】　迎田　准一郎

080-5221-3437

寒河江ラージボール卓球クラブ

【代表者】　鈴木　正夫

チーム山形

【代表者】　伊藤　誠二

火曜日19:30～21:30

金曜日19:30～21:30

チーム名 分類 活動人数 練習場 練習日時

一般
置賜１名

他　多数

一般 7名 長井市交流センターふらり
月曜日13:30～15:30

水曜日13:30～15:30

一般 1名 ケミコン山形体育館

一般
置賜１名

他49名
寒河江市民体育館

水曜日14:00～16:00

土曜日14:00～16:00

一般 4名 川西町民総合体育館 木曜日18:30~20:30

一般 22名 長井市交流センターふらり
火曜日13:30～15:30

日曜日9:30～12:00

一般 3名

米沢市営体育館

高畠町営体育館

上山体育文化センター

水曜日(夜)

土曜日(午前)

日曜日(夜)

一般 45名 南陽市民体育館

技術の向上はもちろん、和気あいあい楽しく、良い汗かいてストレス発散！！

その後のビールがたまらん、かなり美味いっす　V（^o^）V

現在、男性のみ（50歳から70歳）生涯ｽﾎﾟｰﾂとしての卓球を楽しみながら

各種ﾗｰｼﾞ大会に出ていい汗をながしています、いつでもどうぞ。

ラージボール卓球を、楽しくプレーしています。どなたでも気軽に参加して下さい。

ラージボール　クラブチーム




