
種目 団体名 構成年齢 活動場所 活動日時 会費 団体ＰＲ

バドミントン まつだシャトル 30～70代 町体育館 火　10:00～13:00 9,000円/年
30代から70代まで皆仕事を持ちながら時間を作って活動しています。
お気軽に足を運んで下さい。

レクリェーション・バドミントン・
インディアカ

湯の沢レクリェーションクラブ 10～60代 松田中学校体育館 土　19:00～21:00 随時、学生無料
幅広い年齢(10代～60代)の方が楽しんでいます。
ビジター・見学・ウェルカムです。

サッカー 松田イレブンサッカークラブ 7歳～12歳 （小1～小6） 酒匂川町民 親水広場 土・日　9:00～12:00 1,875円/月(22,500円/年)

・サッカーの知識・技術を深めるためのトレーニングの実施
・各種大会への参加、他団体との歓迎会及び練習試合の実施
・バーベキュー大会や親子サッカーの実施
上記を通じてクラブ員や保護者の協調性を育成すると共に親子の絆を深める活
動を行っています。
練習体験はいつでも募集していますので、事前にご連絡ください。

バドミントン おだまき 60～80代 町体育館 金　9:30～12:30 必要に応じて
幅広い年代で健康のため、和気あいあいで練習しています。お気軽に見学に来
て下さい。

バレーボール 立花学園高等学校 バレーボール部 高校生 （立花学園限定） 町体育館 火　16:00～19:00 金　16:00～18:00 ー

バドミントン
インディアカ
レクリェーション

ダンディーズイレブン 40代 町体育館 土　17:00～19:00 なし ー

日本武術各種 日本武術鍛錬会渡辺道場 10～70代 松田中学校柔道場 月　19:00～21:00 木　19:00～21:00 2,000円/月 見学ご希望の方はお気軽にお越しください。

卓球 ママさん卓球 60～80代 町体育館 月　9:00～12:00
1,000円/年
ボール代ほか

ー

バレーボール 松田 20～70代 松田中学校体育館 火・木　19:00～21:00 1,000円/月 運動不足に気軽に参加してください。

バドミントン ポピー 50～70代 町体育館 木　9:30～12:30 3,000円/年
毎週木曜日に活動しています。
少人数の時もありますが、楽しく運動しています。

太極拳 松田太極拳同好会 50～80代 町体育館 水　13:00～15:00 2,000円/月
水曜日午後のひと時、一緒に身体を動かしませんか。
自然と体力がつきます。

中国武術
（カンフー）

松田カンフークラブ 年齢問わず 町体育館 文化センター 町体育館 月　19:30～21:00 水　16:20～19:00(第2・4) 文化センター（展示ホール） 水　16:20～19:00(第1・3・5)幼児　2,000円/月 小学生以上　4,000円/月 月曜日は会費なし
カンフーは体の左右をバランスよく使い、脚力・瞬発力・柔軟性など身体能力
を育むスポーツです。
まずは、お気軽に見学・体験にいらしてください。

レクリェーション 体育協会レクリェーション部 60～80代 町体育館 月　13:30～15:30 1,000円/月
会員が高齢者が多いので体操なども行います。
見に来てみてください。脳トレにもなります。

松田町スポーツ登録団体 一覧表



種目 団体名 構成年齢 活動場所 活動日時 会費 団体ＰＲ

バドミントン シャトルキッズ 20～60代 寄中学校体育館 木　19:00～21:00 300円 ー

卓球 DDT 10～40代 松田中学校剣道場 水・金　19:00～21:00 ー
卓球好きな、それなりのレベルのメンバーが中心で活動しています。
中学生もいますので、よかったら遊びに来てください。

バドミントン あざみ 20～60代 町体育館 水　19:00～21:00 1,000円/3ケ月 ー

バレーボール 鮎 20～60代 松田中学校体育館 火・木　19:00～21:00 1,000円/月
ママさんバレーボール大会のチームです。初心者の方や小さなお子様いる方も
歓迎です。練習相手として男性も参加可能です。

バドミントン・レクリェーション ほほえみレクリェーション 10～70代 松田中学校体育館 土　19:30～21:00 学生：500/月 大人：1,000/月 楽しくスポーツを出来る方。

剣道 勝広道場 小学1年生～70代 松田中学校剣道場 月・木　19:00～21:00 3,000円/月 (兄弟割引あり)

見学・体験はいつでも大歓迎です。月・木の稽古時間帯（19:00~20:45）に
松田中学校の体育館1階においで下さい。0465-83-4013杉能まで事前にご
連絡頂けると体験の準備できます。
勝広道場では、夏には2泊3日の合宿、1月の寒い時には早朝の6:00から3日間

の寒稽古を実施し心身の鍛錬を行っております。県道の特性として、年齢の上下を問わず

交流します。現在小学生から71歳の高齢者まで稽古に励んでいます。

バスケットボール 松田バスケットボール 20～50代 松田中学校体育館 金　19:00～21:00 1,000円/年 いつでもバスケットやりたい人、歓迎します。

柔道 松田少年柔道クラブ 6～17歳
松田警察署
松田中学校柔道場

松田警察署 火　18:30～20:30 松田中学校柔道場 土　19:00～21:00小学生600円/月 中学生2,000円/年

週2回の稽古です。
・火曜日、松田警察署で18:30～20:30
・土曜日、松田中学校柔道場で19:00～21:00
・園児は保護者の付き添いがあれば可能です。
・見学・体験・募集は随時行っています。

ソフトボール 松田女子ソフトボール 10～40代 松田小学校 グラウンド 不定期 （年3回の大会前に1～2回練習） スポーツ保険代
随時部員募集しています。中学生より参加できます。
お気軽にお問い合わせください。

ソフトバレーボール 寄ソフトバレーボール部 50～60歳 寄中体育館　 月　19:00～21:00 300円/月 一緒に気持ち良い汗を流しましょう。

バスケットボール 松田ミニファイブ 6～12歳
松田小学校体育館
町体育館

松田小学校体育館 火　18:00～20:00 土・日・祝　8:30～12:00 町体育館 木　18:00～20:0016,000円/年 年度途中の入部の際は月割り
随時体験可能です・お友達と一緒でもちろんOK！！体験希望の方は事前に連

絡をお願いいたします。

バレーボール mamasun's 20～40代 町体育館 9:30～12:00 ー
子育て中のママチームです。初心者もたくさんいるので、興味がある方はお気
軽に参加してください。
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総合運動部・ストレッチサークル
NPO法人
総合型地域スポーツクラブ
松田ゆいスポーツクラブ

6～90歳
松田小学校体育館
松田中学校体育館
町体育館

松田小学校体育館
火　17:00～18:00
水・木　17:00～19:00
金　17:00～21:00
松田中学校体育館
水　19:00～21:00
町体育館
水　15:00～16:00
木　14:00～17:00
土　14:00～18:00

無料～4,000円

文部科学省がスポーツ振興基本計画に設置と育成を盛り込んだ「多世代」「多
種目」「多志向」の特徴を持つ総合型地域スポーツクラブとして活動しており
ます。NPO法人（特定非営利活動法人）松田ゆいスポーツクラブと申します。
当クラブの詳細や活動は、下記のホームページやSNSからご覧ください。
HP：yui-supo.com
SNS Facebook：「松田ゆいスポーツクラブ」で検索

体操 松田体操クラブ 年中～小学生 松田小学校体育館 木　19:00～21:00 4,250円/月
大型のトランポリンを使って体操の練習を行っております。また、体操を通じ
て身体を動かす事の楽しさや礼儀、マナーなども指導しております。

バレーボール やどりき 20～60代 寄中学校体育館 火・金　19:30～21:00 1,000円/月 まずは、体育館に見学からでも来てください。いつでも皆様を待っています。

バドミントン 秋桜 20～50代 松田中学校体育館 月　19:00～21:00(祝日は休み) 3,000円/年

卓球 松田卓球クラブ 20～60代 町体育館 金　19:30～21:00 ー

バドミントン ローリー 40～60代 町体育館 火・金　13:00～16:00 300円/月

卓球 新松田卓友会 60～70歳 松田町体育館 水　10:00～12:00(第2・4) ー 卓友会はまったくの初心者です。一人でも多くの参加（入部）を希望します。

杖道 足柄杖道 20～70代 松田中学校剣道場 火・土　19:00～21:00 3,000円/月
武道をやってみたいが敷居が高い！と思っている方、老若男女が楽しめます。
見学歓迎します。

少年野球 松田キャッスルズ 小学1～6年生 酒匂川町民親水広場 土・祝　8:00～15:00 日　8:00～12:00 1,500円/月(1～3年生) 2,500円/月(4～6年生)
野球以外のスポーツ体験にも積極的に参加し、基礎体力の向上と心身の成長を
図っています。

松田町では、町民のみなさんへ体力の向上、健康づくりの場の提供、スポー
ツを通じたコミュニケーションの促進のため、定期的に町有施設を利用して、
新たな仲間を募集しているスポーツ団体を紹介しています。
スポーツの種目や活動日などを確認して、一度見学してみてください！
なお、各団体の連絡先等、詳細について知りたい方は、『教育課 生涯学習
係』までお問い合わせください。

教育課 生涯学習係
電話 ０４６５－８３－７０２１
mail syougaigakusyu@town.matsuda.kanagawa.jp


