
地区

(中体連区別)
チーム名 主な活動場所 主な活動日時 会費等の金額（月・年間） 練習への参加資格 その他PR事項

Twosix 扶桑北中学校 月・金　19時～21時
初年度年間24000円

(入会金・保険・Tシャツ・登録料込み）
男子中学生

バスケを頑張りたい子のためのチームです。ホームページをご参照ください

http://twosixjr26.wixsite.com/twosixjr

GreenMonster 立田中学校 月・水・土・日
月会費　1500円

（半期毎に集金）
中学生以下 経験者・初心者大歓迎

INUYAMA

BASKETBALL CLUB
犬山市内の中学校など 水・木・土・日

年会費　2,000円

月会費　2,000円
中学1年～中学3年

2020年度からお世話になります。

よろしくお願いいたします。

Instagram：https://instagram.com/inuyama_bbc?igshid=1loqtumq8bepb

愛知トライアンフ

春日井市内の小中体育館

春日井、小牧、瀬戸、多治見

の公共体育館

火・水・木・金

※土日は対外試合など

年会費　8,000円程度

別途、遠征費、夏冬のウエア代が

かかります

少学校4年生～中学校3年生

※中学生がメイン

部活動との両立を目指し、「個」の成長に重きを置き活動しています。

HP:https://aichitriumph.amebaownd.com/

AS　Bonds
尾張旭市・瀬戸市

近郊体育館
火・木・その他

入会費　5,000円

月会費　5,000円
男子中学生 2020発足チーム　目標は高く！

こまきR’ｚ 応時中学校・大城小学校 月・火・木・金・土・日
入会金　10,000円

月会費　3,000円
男子中学生 「厳しく、たくましく、そして優しく」がクラブの目的です。

D-REALIZE 豊明市沓掛中学校など 主に木・金・土・日
初年度年会費　6,000円

月会費　4,000円

中学生が基本

希望があれば小学生可

★バスケが大好きなこと

バスケがもっと上手になりたい、もっと練習したいバスケが大好きな子達のためのクラブチームです。

楽しくやってます！

【Instagram】　d_realize_u15

小牧ソニックスジュニア

バスケットボールクラブ
小牧市立小牧西中学校 月・金19時から21時

年間費6000円

別途保険代800円
中学生が基本 体験随時歓迎いたします。

西尾張

愛日
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ピュアチャンプス
名古屋市立汐路中

市内スポーツセンター等

月・木(不定期)

18:00~21:00

年会費　5,000円

会場費1回100円JBA登録料等

（ビブス代\11000任意）

男子中学生 学校体育の枠を取り払い、広く自由なバスケットボールの交流と基礎技術の取得

高杉BLUE DEVILS

高杉中学校

一柳中学校

南陽中学校

月・水・木

18:30～21:00
小・中学生

J.cube

西区

千種区

名東区

の小学校、中学校

練習

月火水木

19:00～21:00

土日は試合等があります。

入会費3000円

月会費3000円
中学生男子

Instagram

https://www.instagram.com/j.cube7

BEAR_Z Jr. BBC

東区

中区

西区の小中学校

他施設等

月・水・木

19:00～21:00

入会費(スポーツ保険）　1,000円

月会費  2,000円

リバーシブルビブス  3,500円

＊入会時にTシャツプレゼント！

小学６年生、中学生 Instagram　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facebook

ideas（イデアス） ソシオ成岩スポーツクラブ メインアリーナ 金・日(19-21)
ソシオ会員　4,500円/月

ビジター　7,800円/月

中学生

（希望があれば小学6年生可）

バスケットボールが大好きであれば誰でも参加可能です。（無料体験1回）

HP：ソシオ成岩スポーツクラブ ideasバスケットボールアカデミー

（http://www.narawa-sportsclub.gr.jp/socio/wing/program/basketball-ideas.html）

知多市ジュニア

バスケットボールクラブ

BLACK　ORCA

知多市立中部中学校

知多市立八幡中学校

半田市立乙川中学校

水、木、日

19：00～21：00

土

19：00～21：30

年会費　5,000円

月会費　2,000円
中学生男子 選手権ベスト４目指して頑張っています。

東海市ジュニア

バスケットボールクラブ

東海市立上野中学校

富木島中学校
月・水・土 月運営費　3000円

バスケットボールが好きで

一生懸命な中学生

知多

名古屋
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K.BadBoysジュニアBBC

豊田市内の中学校体育館

　・浄水中学校

　・梅坪台中学校

火・木

19：00～21：00
年会費　12,000円

中学生が基本

（火曜日は、小学生も可）

バスケが大好きな中学生のためのクラブチームです。

初心者も歓迎します

シーホース三河U15

知立市福祉体育館

アイシン精機体育館

ウィングアリーナ刈谷

その他刈谷市内、刈谷市近郊の体育館

【 水・木・金 】

18:45～21:00

【 土・日・祝 】

9:00～20:30の

時間帯で3時間程度

月謝　15,000円(税込)
中学1～3年生

(毎年11月～2月にトライアウトを実施)

プロコーチ、専属トレーナー、シーホース三河の選手、コーチ陣からのアドバイスなど、

より刺激的な環境でバスケットボール技能の向上に努めます。

活動内容、毎月の練習見学会の詳細はクラブHPまで。

https://goseahorses.jp/youth/u15/

G-HORNETS

額田郡幸田町

幸田高校/幸田中/幸田南部中

岡崎市

福岡中

日・月・水・木

19:30-21:30

クラブ　  月謝  4,000円

練習生 月謝　3,000円

その他経費（別途ご案内）

バスケットボールプレイヤーとして目標と

目的をしっかりもって練習に来れる中学生！

※体験あり

※未経験者歓迎！

基礎練習を主とし、自ら勝負意識を芽生えさせ、個性や出来る事を全力で伸ばす指導をしています！

www.facebook.com/ricohachi/

知立Jr.Cagers 知立市内の中学校体育館など 木・金　 月会費　3,000円 小学5年生から中学3年生
もっとバスケットが上達したい子供達の為のチームです。土日等に練習試合や大会にも参加します。

様子は→https://www.facebook.com/profile.php?id=100006405609924を御覧ください。

三好ジュニアBBC みよし市立三好丘中学校体育館 月・土 年会費　9,000円
中学生１年生～３年生男子

希望があれば小学生可

学校部活動だけで物足らず、バスケットボール技術（スキル）を磨きたい 生徒ために、プレーする場を提供する

もです。 他Ｊｒ.クラブと交流試合を通じて、「勝つこと喜び・達成感」「負けること悔しさ」 「努力したことへ満足

感」を仲間と共有し、地域"バスケット熱"を盛り上げていきます。

MOB Silver Backs Jr. 三好中学校

毎週月曜日　18:30-21:30

20年度は土曜日も開催

詳細は問い合わせください

年会費7,000円

-保険代含む

(20年度は4,000円)

男子中学生１年生～３年生

やる気がある小学生（男女可）

地域のアンダーカテゴリーのバスケットボール普及のため、市の連盟直轄のチームとして発足しました。

HP: https://mob-basketballclub.amebaownd.com/

西三河
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FMJ 豊橋市内の中学校や地区体育館　 水・木・土・日 月会費　3,000円 中学生
バスケが大好きな子、明るく　楽しく　元気よく　チームとしても上を目指したい中学生のためのクラブチームです。

宜しくお願いします。

三遠ネオフェニックスU15
OSG体育館

愛知県豊川市白雲町２丁目17-1
火・木・土・日の夜 HP参照

中学１・２・３年生の男子

※入団にはトライアウト受験が必要

B.LEAGUEに所属する三遠ネオフェニックスのユースチームです。

将来プロを目指す中学生がトライアウトを経て所属しています。

https://www.neophoenix.jp/school/youth/

豊川ジュニア

バスケットボールクラブ

金屋中学校体育館

東部中学校体育館

代田中学校体育館など

火・金・土・日

18:30～21:00

年会費　800円（保険代金）

月会費　2,000円（２ヶ月毎）

中学生

又は練習参加を希望する小学生
個々の能力のレベルアップを目標にし、全国大会、東海大会出場を目指しています。

新城ジュニア

バスケットボールクラブ
千郷中・鳳来中学校体育館

水・木・金

19:30～22:00
月会費　2,000円

中学生が基本

希望があれば小学6年可

東三河


