
２０２０年４月１日現在

Ｕ１４－男子
チーム名 代表者名（連絡先） アピール 練習場所・回数･会費等 ＨＰ／代表者Ｅメールなど

ＫＶＡバレーボール教室 三宅　智志

京都府バレーボール協会直轄のバ
レーボール教室です。小学生から中
学生までを対象に京都市・乙訓地域
を中心に集まっています。

2019年度実績
光華高校・京都学園高校・山
城高校
毎週木曜・土曜
年3,000円・月2,000～3,000円

https://kva-volleyball-
school.jimdofree.com/

Winds
大塚　智彦（０９０－３
６７７－９２６１）

中学校に部活動のない生徒達にバ
レーボールの楽しさを伝えています。

伏見東部体育館他　週２回
～３回

やましろジャンプＢｏｙｓ
下井　駿人(連絡先
中野０９０－６７５７－
６０６４）

宇治を中心に小学6年から中3までの
男子でバレーを楽しんでいます。ほと
んどが初心者ですが、楽しく、あつい
練習をしています。

京都翔英高校、西小倉中学
校、西宇治体育館、黄檗体
育館他　回数　毎週土曜日１
８時～２１時　月会費１，０００

https://yamajyang.jimdofree.
comよりリンク

ラビッツ
小角　真治(０９０－５
６７５－７５６２）

木津高校男子バレー部と合同練習を
しています。

木津高校 ks-chi@kyoto-be.ne.jp

京都匠ヤング
川瀬　康資（０９０－５
１２９－４８２８）

中学校でバレー部がない子どもたち
で練習しています。バレーボールをう
まくなりたい人、いっしょにバレーをし
ましょう！

伏見東部体育館、春日丘中
学校、春日野小、日野小　通
３回～４回

hpo-takumi-
kawase@iris.eonet.ne.jp

ＢＥＳＴ　ＢＵＤＤＩＥＳ（男
子）

竹谷　嘉樹（０８０－８
３２２－０７９５）

京都南部で活動しています。バレー
部に所属しているが、もっとボールを
触りたい。クラブに入っていないけ
ど、バレーボールがしたい。という人
（男子･女子）、初心者大歓迎です。
今年度男子チームの練習も開始しま

北城陽中学校　毎週２回　木
津川台小　毎週１回　会費
中学生　月１，５００円

http://bestbuddieskyoto.web
.fc2.com/

aloha-s
辻　泰之（０９０－２５
９９－７１２２）

yasuyuki775@gmail.com

京都UNITE
田中　篤志（０９０－２
３５５－５２２６）

小学生の全国大会をきっかけに丹後
地域で初となる中学生男子のクラブ
チームが創部２年目に入りました。
バレーがちょっと気になる君！！ま
ずは、見学に来てください。楽しい

京丹後市立網野南小学校
週２～３回　会費１０００円

tanaka-
amino@leto.eonet.ne.jp

山王BONES
竹原　和明（（０９０－
３０５４－７７４７）

jubilee32@hotmail.co.jp

North Braves
本好　正明（０９０－８
１９５－２５１５）

京都府ヤングクラブバレーボール連盟加盟団体一覧
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Ｕ１４－女子
チーム名 代表者名（連絡先） アピール 練習場所・回数･会費等 ＨＰ／代表者Ｅメールなど

ＫＶＡバレーボール教室 三宅　智志

京都府バレーボール協会直轄のバ
レーボール教室です。小学生から中
学生までを対象に京都市・乙訓地域
を中心に集まっています。

2019年度実績
光華高校・京都学園高校・山
城高校
毎週木曜・土曜
年会費3000円・月会費2000
～3000円

https://kva-volleyball-
school.jimdofree.com/

やましろジャンプGirls
中島　正明（０５０－７
１２５－７３５０）

皆が同じ練習をすることは少なく、一
人一人の加入動機や目標に合わせ
て取り組んでいます。いわゆる、｢個
別型のバレー塾」です。

久御山中学校、東角小学
校、西宇治体育館など　　回
数８回～１０回／月　月会費
１，０００円

https://yamajyang.jimdofree.
com

楓ヤングバレーボールク
ラブ

北村　裕二（０９０－６
６６５－６８６０）

小６～中学３年生まで、クラブ活動以
外でもっとボールに触りたい人、学校
にクラブ活動の環境がなく、バレー
ボールをしたいなど、経験者、初心
者共に歓迎です。

西宇治中学校、寺田小、佐
山小、西宇治体育館等　毎
週　木曜・土曜･日曜　１９：３
０～２１：３０

kaedevbc@yahoo.co.jp

京都蒲公英
山田　栄治（０８０－１
４０３－３９３４）

真剣にバレーボールに打ち込みたい
選手が集まって練習に取り組んでい
ます。

京都市内地域体育館　週１
回～２回　費用　体育館使用
料･スポーツ保険等

ei-yamada@edu.city.kyoto.jp

ＢＥＳＴ　ＢＵＤＤＩＥＳ（女
子）

竹谷　嘉樹（０８０－８
３２２－０７９５）

京都南部で活動しています。バレー
部に所属しているが、もっとボールを
触りたい。クラブに入っていないけ
ど、バレーボールがしたい。という人
（男子･女子）、初心者大歓迎です。
今年度男子チームの練習も開始しま

北城陽中学校　毎週２回　木
津川台小　毎週１回　会費
中学生　月１，５００円

kyotobestbuddies@yahoo.co.j
p

Smile
仁木　孝（０９０－５０
５０－２２２２）

バレーボール好きが集まり、練習し
ています。ＯＧもたくさん練習に参加
しています。

泉川中学校　火曜・日曜の週
２回

tazyu705@yahoo.co.jp

チーム　ソフィア
田中　ちえ（０８０－１
５２１－０７８３）

ボールをつなぎあい、みんなで勝つ
ことの喜びを味わえるように練習に
励んでいます。コートいっぱいに笑顔
あふれるソフィアです。

西宇治体育館、向島南小学
校　毎週土・日のどちらか
会費　月1，０００円

chie-tanaka-
0783@softbank.ne.jp

warriors
辻本　泰徒詞（０９０
－８９８５－４２６９）

小学生高学年から大学生まで楽しく
バレーボールをしてます。

宇治黄檗学園　毎週日曜、
木曜の夜

KYOTO気づきエンジェル
ズ

本郷　真也（連絡先
妙一090-8366-4351)

設立初年度から全国大会出場。週
末は近畿圏内の強豪チームとの練
習試合や高校に行っての練習試合

北堀公園体育館他　月１４回
～１６回　月会費　５，０００円
（入会金　４，０００円）

https://kizuki-net.com
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排球会STELLA
湯浅　和久(080-
5327-5038)

精華中学校、精北小学校　毎週
水・土　入会金・会費なし　（体育館
代実費徴収）

ka.yuasa1964@gmail.com

TVC
渋谷　和世（０７０－２
８３３－３１７２）

亀岡で唯一のクラブチームです。み
んな明るく、元気に練習しています。

曽我部小　水曜　週１回　日
曜　月２回　月会費１，０００

shibu423414629@gmail.com

Cynthia
佐藤　升男（連絡先
柴原０９０－２３８８－
２１６５）

福知山を中心にバレーが好きな選手
が集まって基本を大切に真剣にバ
レーをしています。

福知山市内の体育館（大江
中学校、成和コミセンなど）週
に３日～４日。会費４０００円

tuyokide,semero,@gmail.com

Ｕ１９－男子
チーム名 代表者名（連絡先） アピール 練習場所・回数･会費等 ＨＰ／代表者Ｅメールなど

warriors
辻本　泰徒詞（０９０
－８９８５－４２６９）

小学生高学年から大学生まで楽しく
バレーボールをしてます。

宇治黄檗学園　毎週日曜、
木曜

京都Phoenix（フェニック
ス）

山内　慎也（０９０－９
９９９－９９０８）

高校生または大学２年生までのバ
レー部ＯＢ、ＯＧ、現役みんなでバ
レーを楽しんでいます。中学生の参
加も歓迎。無理なくバレーをしたい人

京都翔英高校第２体育館
毎週土曜日　１８時頃～２１
時

Ｕ１９－女子
チーム名 代表者名（連絡先） アピール 練習場所・回数･会費等 ＨＰ／代表者Ｅメールなど

warriors
辻本　泰徒詞（０９０
－８９８５－４２６９）

小学生高学年から大学生まで楽しく
バレーボールをしてます。

宇治黄檗学園　毎週日曜、
木曜

京都Phoenix（フェニック
ス）

中野　謙二（０９０－６
７５７－６０６４）

高校生または大学２年生までのバ
レー部ＯＢ、ＯＧ、現役みんなでバ
レーを楽しんでいます。中学生の参
加も歓迎。無理なくバレーをしたい人

京都翔英高校第２体育館
毎週土曜日　１８時頃～２１
時　会費　月１，０００円

yamabuki5no17@iris.eonet.ne
.jp

チーム　ソフィア
田中　ちえ（０８０－１
５２１－０７８３）

ボールをつなぎあい、みんなで勝つ
ことの喜びを味わえるように練習に
励んでいます。コートいっぱいに笑顔
あふれるソフィアです。

西宇治体育館、向島南小学
校　毎週土・日のどちらか
会費　月1，０００円

chie-tanaka-
0783@softbank.ne.jp

京都SPROUT（スプラウ
ト）

林　あいか（０８０－５
３１８－２９９３）

明るく元気よくバレーボールを楽しみ
たいと思います。

京都両洋高校第１体育館
週１回程度　会費　スポーツ

et.hayashi@icloud.com

事務局
代表連絡先　理事長
中野　謙二

メール
yamabuki5no17@iris.eonet
.ne.jp

電話　０９０－６７５７
－６０６４
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