
関連情報

県内スポーツ少年団・クラブチーム等一覧

№ 地区 市町村 団体名 主な活動場所 問い合わせ先☎ 問い合わせ先✉ 担当者名

例 中毛 前橋市 ○○FC ○○小学校グラウンド 123-456-7890 ○○＠○○ ぐんま太郎

1 中毛 前橋市 群馬ダイビングクラブ 関水電業敷島プール 090-1126-7369 f-takahashi@gunma-sports.or.jp 高橋　史倫

2 中毛 前橋市 群馬ジュニア水球
県立前橋商業高等学校

敷島公園水泳場
090-1764-5110 gunmajr_wp@yahoo.co.jp 志賀　築子

3 東毛 みどり市 スウィンあざみスイミングスクール スウィンあざみスイミングスクール 0277-76-8855 azami@inaho-sports.co.jp 中島　洋

4 東毛 邑楽町 ディーズスイミングスクール ディーズスイミングスクール 0276-88-7700 dssensyu@d-sp.co.jp 森尻　萌

5 東毛 館林市 フレンドスポーツクラブﾞ フレンドスポーツクラブﾞ 0276-72-4173 friendsensyukurasu@yahoo.co.jp 小柏　義和

6 東毛 館林市 スウィン館林スイミングスクール スウィン館林スイミングスクール 0276-75-0959 tatebayashi@inaho-sports.co.jp 朝倉　洋二

7 東毛 大泉町 野間スイミングスクール大泉 野間スイミングスクール大泉 0276-62-4516 ooizumi@noma-ss.jp 石川

8 東毛 桐生市 野間スイミングスクール桐生 野間スイミングスクール桐生 0277-43-3551 kiryu@noma-ss.com 金子　裕

9 東毛 太田市 野間スイミングスクール鳥山 野間スイミングスクール鳥山 0276-37-1611 toriyama@noma-ss.jp 山田　康介

10 東毛 みどり市 野間スイミングスクール大間々 野間スイミングスクール大間々 0277-73-3656 omama@noma-ss.com 髙木　紀光

11 東毛 太田市 野間スイミングスクール高林 野間スイミングスクール高林 0276-40-6677 takabayasi@noma-ss.jp 居城

12 中毛 前橋市 野間スイミングスクール前橋 野間スイミングスクール前橋 027-283-7510 maebashi@noma-ss.com 齋藤　雄

13 東毛 太田市 野間スイミングスクール薮塚 野間スイミングスクール薮塚 0277-78-7388 yabutuka@noma-ss.jp 前原

14 東毛 太田市 太田スウィンスイミングスクール 太田スウィンスイミングスクール 0276-33-7133 ota@sunny.ocn.ne.jp 町田　武夫

15 中毛 吉岡町 ウェーブスイミングクラブ ウェーブスイミングクラブ 0279-30-6260 wave_sc@hb.tp1.jp 浅見　拓也

16 中毛 前橋市 グンゼスポーツ前橋 グンゼスポーツ前橋 027-235-5679 maebashi@gunzesports.com 鳥羽　美邦

17 中毛 前橋市 ダッシュ前橋スイミングクラブ ダッシュ前橋スイミングクラブ 027-223-0177 dash1@eagle.ocn.ne.jp 岩佐　篤志

18 中毛 伊勢崎市 ナガイスイミングスクール伊勢崎 ナガイスイミングスクール伊勢崎 0270-23-8182 isesaki@nagai-s-s.com 青木　強

19 中毛 前橋市 ナガイスイミングスクール前橋 ナガイスイミングスクール前橋 0270-65-0606 tamamura@nagai-s-s.com 吉沢　秀世

20 中毛 伊勢崎市 スウィン伊勢崎スイミングスクール スウィン伊勢崎スイミングスクール 0270-24-8689 s-win.isesaki@royal.ocn.ne.jp 日向　将一

21 中毛 伊勢崎市 スイミングアカデミー伊勢崎 スイミングアカデミー伊勢崎 0270-23-7311 isesaki@hoosiers.co.jp 日野　努

22 中毛 前橋市 スウィン前橋スイミングスクール スウィン前橋スイミングスクール 027-234-6211 maebashi@inaho-sports.co.jp 塚越　英二

23 中毛 前橋市 前橋スイミングスクール前橋 前橋スイミングスクール前橋 027-252-6663 yuki.d.p.i@gmail.com 佐藤　佑樹

24 中毛 前橋市 セントラルウェルネスクラブ前橋 セントラルウェルネスクラブ前橋 027-225-0217 cw-maebashi@central.co.jp 平田 貴幸

25 中毛 玉村町 ナガイスイミングスクール玉村 ナガイスイミングスクール玉村 0270-65-0606 tamamura@nagai-s-s.com 戸谷　昌弘

26 中毛 前橋市 江木水泳教室 江木水泳教室 027-269-1876 kano@gc4.so-net.ne.jp 狩野　貢行

27 西毛 高崎市 ビートスイミングクラブ高崎 ビートスイミングクラブ高崎 027-327-0911 beat-takasaki@gol.com 川田　浩義

28 西毛 安中市 スウィン安中スイミングスクール スウィン安中スイミングスクール 027-382-2122 s-win.annaka@royal.ocn.ne.jp 藤井　隆

29 北毛 渋川市 群馬渋川スイミングスクール 群馬渋川スイミングスクール 0279-24-0454 jomosc@athena.ocn.ne.jp 割田　伸作

30 西毛 富岡市 群馬富岡スイミングスクール 群馬富岡スイミングスクール 0274-64-2591 swim@po.wind.ne.jp 大久保実成

31 西毛 高崎市 県央スイミングスクール 県央スイミングスクール 027-372-0498 kenoh_swim@Yahoo.co.jp 中村

32 西毛 高崎市 スウィン高崎スイミングスクール スウィン高崎スイミングスクール 027-363-0455 takasaki@inaho-sports.co.jp 川上　剛

33 西毛 高崎市 ナガイスイミングスクール高崎 ナガイスイミングスクール高崎 027-352-2020 takasaki@nagai-s-s.com 　三吉　学

34 西毛 高崎市 スウィン吉井スイミングスクール スウィン吉井スイミングスクール 027-387-3738 yoshii@inaho-sports.co.jp 高橋光太郎

35 北毛 沼田市 ジェルスイミングクラブ沼田 ジェルスイミングクラブ沼田 0278-24-2134 numatasw@gol.com 貫井　浩明

36 北毛 長野原町 長野原水泳教室 長野原水泳教室 090-1539-5466 ljod0220@yahoo.co.jp 篠原真理子


