
令和2年11月更新

種目 サークル名 連絡先 TEL 活動内容等 活動日時 活動場所

バレーボール 中標津町バレーボール協会 森島
もりしま

 靖雄
やすお 昼　090-7512-6918

夜　同上
男女問わず、未経験の方でも気軽に連絡下さい。
※詳細は連絡先まで

※日程詳細は連絡先まで 中標津町総合体育館

空手 日本空手松涛連盟 中標津松濤館 石本
いしもと

　優
まさる

090-3897-5922
年齢やそれぞれの目的に応じた稽古内容です。
詳細は連絡先まで連絡頂くか、下記URLにアクセスして下さい。
 http://nakashibetsushotokan.jp/

毎週火・木曜日　20:00-21:30 中標津町武道館

柔道 中標津町柔道同好会 黒川
くろかわ

　義紀
よしのり 昼　090-1647-7334

夜　同上

少年団の指導が主な活動ですが、一般の部を含む主催大会も
年２回開催しています。地元OBや転勤族等、社会人の参加も
徐々に増えています。

毎週水・金曜日　18:00-20:00 中標津町武道館

弓道 根室地区中標津地方弓道連盟 小寺
こでら

 順一
じゅんいち

73-2482 初心者大歓迎です。性別年齢を問いません。
毎週火・木曜日　19:30～21:30
初心者の為の教室を６～７月に開
催しています。

中標津町武道館

テニス 中標津町テニス協会 笹田
ささだ

　政彦
まさひこ 昼　73-2059

夜　同上
※詳細は連絡先まで

（5月～10月）
日曜日　13:00～16:00頃
水曜日（隔週）　19:00～21:45
（11月～4月）
水（隔週）・土（隔週）19:00～21:45

町営テニスコート
中標津町総合体育館

ソフトテニス 中標津ソフトテニス協会 久万田
くまた

 満
みつる

090-3396-1395
幅広い年代の技術向上を目指し日常的に活動し、各種大会へ
も参加しています。ぜひ多くの皆さんに加入していただき、一緒
に汗を流しましょう。

室内：水曜日
室外：随時

中標津町総合体育館
計根別学園

町営ふれあいテニスコート
町営テニスコート

少林寺拳法 少林寺拳法拳友会 稲村
いなむら

 徳
とく

弥
や

090-6218-3700
老若男女を問わず、誰もが楽しみながら護身として技術を身に
付け、心と体のバランス調整を図る。
HP:inamura@athena.ocn.jp

水・金曜日　18:30-21:30 中標津町武道館

バスケットボール 中標津バスケットボール協会 由良
ゆら

　祐
たすく 昼　73-1131 (職場)

夜　73-1415
町内のバスケットボール愛好者らが集い技術の向上、親睦を
図っています。

※日時詳細や活動場所等は連絡
先まで

軟式野球 中標津町軟式野球連盟 二瓶
にへい

 隆司
たかし 昼　090-6219-0454

夜　同上

小学生から６０歳を超えた還暦野球まで幅広い年齢層で活動し
ています。チームにより全国大会を目指す！から町内でナイ
ター野球を楽しむチームまで目的は様々です。

※日程詳細は連絡先まで
中標津町運動公園

（みどりの里球場・りんどう球場）
町営野球場

パークゴルフ 中標津町パークゴルフ協会 高田
こうだ

 巳
み

八郎
はちろう

72-3935
パークゴルフの普及・振興を通し、健康で明るい地域社会づくり
を目指す。

毎月／日曜日　9:00-12:00
森林公園パークゴルフ場

道立ゆめの森公園パークゴルフ
場

ゲートボール 中標津町ゲートボール協会 佐々木
ささき

 正直
まさなお 昼　72-0170

夜　72‐7406

老若男女いっしょに出来る遊びを中心とした軽易なスポーツで
す。まずは体験をすすめます。必要な用具は協会で準備します
が上靴は各自ご用意ください。講習時は協会で昼食を準備しま
す。

毎週火～土曜日（日・月曜日以
外）
9:00-14:00

町営シルバースポーツセンター

ソフトボール 中標津ソフトボール協会 中畑
なかはた

 純一郎
じゅんいちろう 昼　090-2699-7753

夜　同上

詳細は連絡先まで連絡頂くか、下記をご覧ください。
＜Blog＞
http://nakashibetsusoftball.cocolog-nifty.com/
＜Facebook＞
https://www.facebook.com/nakashibetsusoftball

5月～10月
5:00～7:00

中標津町運動公園
（みどりの里球場・りんどう球場）

中標津スキー協会 金曽
かねそ

 義昭
よしあき 昼　72-4995

夜　72-4324
※詳細は連絡先まで 森林公園スキー練習場

中標津歩くスキー同好会 斉藤
さいとう

　隆
たかし 昼　72-3549

夜　同上
歩くスキーにより野外活動を通して会員相互の親睦と健康増進
が図られます。

土・日曜日（1月～3月）
土曜日：13:30-15:30
日曜日：  9:00-13:00

土：ゆめの森公園周辺
日：開陽台・養老牛温泉等郊外

ミニテニス 中標津ミニテニス協会 渡部
わたべ

　京子
きょうこ 昼　72-2381

夜　090-7640-6089
いつでも好きな時に、特に高齢者が非常に参加しやすいスポー
ツです。ボール・ラケットは初心者にお貸しします。

※日程詳細は連絡先まで 中標津町総合体育館

ラジオ体操 中標津地区ラジオ体操会 小玉
こだま

 一郎
いちろう

72‐3397 ※詳細は連絡先まで 4月～10月　6:30～6:45
総合文化会館駐車場広場

西町会館前広場

極真空手 極真会館中標津支部 中川
なかがわ

　浩
ひろし

080-5586-2334
活動歴35年を超え、北海道内でも歴史のある極真空手の道場
です。幼稚園児から中高生まで体力に合った指導で身体能力
の向上を目指します。

毎週火・木曜日　19:00-20:30 中標津町武道館

ラグビー 中標津町ラグビーフットボール協会 三ヶ田
みけた

　紀夫
のりお

72-1742 ※詳細は連絡先まで ※日程詳細は連絡先まで
中標津高校

中標津町総合体育館
中標津町運動公園

水泳 中標津水泳協会 石本
いしもと

 啓美
ひろみ

夜　77-9100 ※詳細は連絡先まで ※日程詳細は連絡先まで 中標津町温水プール 他

サッカー 中標津サッカー協会 谷口
たにぐち

　征大
まさひろ

090-1525-2570
詳細は連絡先まで連絡頂くか下記URLにアクセスしてご覧下さ
い。
http://nakashibetsu-fa.com

※日程詳細は連絡先まで

剣道 中標津剣道連盟 吉川
よしかわ

　裕二
ゆうじ 昼　78-2053

夜　72-4331
※詳細は連絡先まで 日曜日　18:30～20:00 中標津町武道館

スケート 中標津スケート協会 伊藤
いとう

　淳
じゅん

090-7057-1692
詳細は連絡先まで連絡頂くか下記URLにアクセスしてご覧下さ
い。
http://nakashibetsu-fa.com

※詳細は連絡先まで
中標津町運動公園
スピードスケート場

スキー

この一覧に掲載されている団体は、(一財)中標津町文化スポーツ振興財団に加盟し、一般への情報公開を希望している団体です。
※詳細については各団体の連絡先へお問い合わせください。連絡先の無い団体については総合体育館へお問い合わせください。


