
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

愛知トライアンフ U15

春日井市・名古屋市の体育館を

メインに、尾張旭市・瀬戸市・

長久手市で練習することも

あります。

月・水・木・金・土

19:00〜21:00

日18:00〜21:00

(日曜日は不定期)

土日日中は

大会参加や練習試合をメインに活動しています。

年会費5000円

(スポーツ保険含む)

月会費2000円

遠征費や

チームTシャツなどは別

中学生メインですが、

10歳〜12歳の選手も

ミニバスを兼ねながら

活動しています

ホームページはhttps://aichitriumph.amebaownd.com/ 

Instagramはhttps://www.instagram.com/aichitriumph/

always jr.

basketball team
春日井市、名古屋市他

火・水・金・土

19:00〜21:00

日曜日は試合

5,000円
中学生が基本、

希望があれば小学生可

https://instagram.com/always_basketball_team?r=nametag　       

小牧ソニックス

ジュニア

バスケットボール

クラブ

小牧西中学校 毎週月・金19:00〜21:00
年会費6000円

別途保険代800円
中学生 体験随時受け付けます。HPよりお問い合わせください。

BEATジュニア 春日井市立味美中学校 毎週火・木・日
月会費 ￥3,000 

年会費無し

中学生が基本。

ただし、希望があれば

小学生可

ホームページ http://www.beatjr.com/

ＢＵＤＤＹ 春日井市小中学校

月・水・金19:00〜21:00 

日18:00〜21:00

土日は練習試合や

カップ戦も入ります

月謝2000円 

スポーツ保険800円 

ビブス、Ｔシャツ代は別

バスケが好きな子

AS Bonds
尾張旭市・瀬戸市・

名古屋市近郊体育館

火.木19:00~21:00 

土17:00~21:00 

日.祝日 試合参加有

年会費5,000円 

月会費5,000円 

別途その他遠征費等

男子中学生 https://www.instagram.com/asbonds

こまきR'z

(月・火)小牧市立応時中学校

(金)犬山体育センター

(土・日)小牧市立大城小学校

(月)18:30〜20:00

(火)18:30〜21:00

(金)18:00〜21:00

(土・日)8:30〜17:30

入会金(ユニホーム代)10000円

月会費3000円
男子中学生・男子小学生

「厳しく、たくましく、そして優しく」がクラブの目的です。

目標は変わりますが、目的は普遍です。

バスケットボールを通して自分と向き合えるこの育成を目指しています。

知多
知多市ジュニア

BLACKORCA

知多市中部中学校

知多市八幡中学校

半田市乙川中学校

東海市横須賀中学校

月・水・木・土・日

19:00〜21:00

(但し、土曜は19:00〜21:30)

月会費　3,500円

年会費　5,000円

その他ウェア代や遠征費

中学生

※小学6年生〜体験可能です

見学体験、気軽にお越しください。お申込み、お問合せはHPでも受付中です。

「知多ジュニア」で検索！

https://chita-jbbc.jimdofree.com/

愛日

https://instagram.com/always_basketball_team?r=nametag
https://instagram.com/always_basketball_team?r=nametag
https://www.instagram.com/asbonds
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MBCジュニア 岡崎市内の中学校 火・金・土 19:00〜21:00
月会費 ￥2.000 

遠征費やウエア代は別
保護者が送迎できる中学生

トワイマンズ

刈谷市周辺の中学校体育館

(雁が音、朝日、依佐美、

富士松、刈谷南、刈谷東)

火・木・土18:00〜21:00 

日曜日は練習試合、

カップ戦参加も有ります

月会費4,000円 

(その他)遠征費やウエア代、

スポーツ保険800円/年、

選手登録費1500円は

別途徴収致します

中学生1〜2年男子が基本

2022年4月発足の新しいチームです。

練習時間は3時間/回であり他地域より効率的に練習に取り組めますので、

興味のある方はいつでも練習見学、体験へお越しください。 

ホームページ：http://twymans.info/ 

インスタ：notdunk_k.hioki

知立Jr.Cagers 知立市内の中学校体育館など 練習は木・金18:30〜21:30 月会費 3,000円

基本中学生ですが、

小学5年生以上の

希望者あれば参加OKです。

1A UNITED(U15)
岡崎市立甲山中学校、

岡崎市立翔南中学校

月19：00〜21：00

水18：30〜21：00自主練

木19：00〜21：00隔週 

金19：00〜21：00

土19：00〜21：00

日カップ戦、練習試合

年会費3000円

月会費3000円

バスケットボールに

向上心を持って取り組める

中学生男子

2022年4月から活動開始した新しいチームです。

REXS
木・土曜日…南中体育館、

金曜日…各市内体育館
木・金・土19:00〜21:00

月会費5,000円

その他経費はその都度徴収

チームTシャツ

無償プレゼント🎁

中学生が基本

ご希望あれば小学6年生可
Instagram ID /bbc.nabe

みよしBlueStars みよし市立三好丘中学校 月・水・土18:30〜21:00
年会費 12000円

＊保険・Ｔシャツ代を含む

中学生が基本です。

希望があれば小学生も

可能です。

https://www.miyoshi-bbc.net

OMeGa FENRIR

柳川瀬体育館

ダンロップ体育館

矢作中学校

火17:00〜21:00(隔週)

水17:00〜21:00

木19:00〜21:00(ゲームDAY)

金18:00〜21:00(不定期)

土9:00〜13:00 or 13:00〜1700

日17:00〜21:00

土日に練習試合が入ることもあります

詳しくは

お問い合わせください。

中学生が基本

練習の質を確保するために

上限30人程度

2022年4月から創立した新しいチームです。

基本週4〜5日、1回2〜4時間の練習ですが、

週3程度でもOKです。

https://instagram.com/omega.fenrir

Twosix 扶桑北中学校 月・金・土19:00〜21:00
年会費24000円 

リバーシブルなどは別
中学生が基本 https://twosixjr26.wixsite.com/twosixjr

BRAVE
あま市立甚目寺中学校

あま市総合体育館

火・木・土・日

19:00〜21:00
月会費3,500円 中学生が基本 バスケットボールが大好きな人 初心者も経験者も大歓迎

西尾張

西三河

https://instagram.com/omega.fenrir
https://instagram.com/omega.fenrir
https://instagram.com/omega.fenrir
https://instagram.com/omega.fenrir
https://twosixjr26.wixsite.com/twosixjr
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城西ジュニア

バスケットボール

クラブ

BEARDOGS

名古屋市西区中村区内

小中学校体育館

月18:45〜21:00

水18:45〜21:00

土13:00 〜21:00 

日曜日は追加練習・試合等あり

月会費3,000円

スポーツ保険代800円

JAB登録料1,500円

その他、ウエア代は別

中学生 2021年チーム発足。目標は勢力図の頂点！http://jr.josai-mini.club/

ファイティング

イーグルス

名古屋U15

豊田通商緑体育館
月木18:30〜21:00

土日18:30〜21:00

入会金11,000円

月会費11,000円

その他、

遠征費やウェア代は別

小学5年生〜中学3年生
HP：https://www.fightingeagles.jp/school/ 

インスタ：fenagoyayouth_academy

ピュアチャンプス
名古屋市汐路中学校体育館、

天白学校体育センター他

月・火・木18:00〜21:00 

日13:00〜17:00

週末は練習試合も有り

年会費5000円

月会費2000円

 チームビブス11000円 

遠征費は別途徴収

中学生が基本

小学生に関しては

ご相談に応じます

広く自由なバスケットボールの交流とバスケットボールの基礎技術の取得。

真のチャンピオンを目指します

BEAR_Z Jr.BBC 名古屋市内の 小・中学校 （主に東区） 他施設月・水・木・日(不定期）

月会費/2000円

スポーツ保険/年間 1000円

入会時チームTシャツ支給

小6〜中3 facebook                               instagram

豊川ジュニア

バスケットボール

クラブ

金屋中学校 

東部中学校 

代田中学校 

御津地区体育館 

豊川市総合体育館など

通常練習 火・金・土・日

18:30〜21:00 

強化練習・水・木 

時間は体育館によって異なります

年会費 800円(保険料) 

月会費 3,000円

 (※小学生は2,000円)

小学5年生〜中学3年生 

※小学生でミニバスに

所属している方は要相談

個々の能力やレベルアップを目標にし、

基礎はもちろん身体の使い方など丁寧に練習をしています。

初心者も歓迎します。

FMJ 大清水地区体育館

火19:00〜21:00 

水19:00〜21:00 

木19:30〜21:30 

土18:00〜21:00 

日13:00〜17:00

年会費1,000円 

月会費3,000円 

遠征費 ウエア代別

中学生の男子

小坂井スパークJr. 豊川市立小坂井中学校体育館

月曜日19:00〜21:00 

水曜日19:00〜21:00 

日曜日18:30〜21:00

クラブ費1500円/月

(入会月から翌年3月までの

 月数分一括)

スポーツ保険代 

(ユニフォーム・

 練習用リバーシブル・

 チームTシャツは別途)

中学生

豊橋BLOCK Jr.

バスケットボール

クラブ

東陽中学校体育館

土18:00(19:00)〜22:00

日9:00〜12:00

(たまに13:00〜17:00)

月会費2,000円

スポーツ保険料800円

遠征費・チームTシャツ・

ゲームパンツ代別途

中学生 やる気と元気がある子！楽しいバスケをしましょう！

TOP DOGS

バスケットボール

クラブ

(木)豊川市立中部中学校

(金)下五井地区体育館

(土)豊川市立西部中学校

(日)岡崎市立南中学校

チーム練習

(木)19:00〜21:00

(土)18:30〜21:30

個人練習

(金)19:00〜21:00

(日)18:30〜21:00

部活や塾で忙しい子でも

週1などで参加出来るよう

会費はナシ

参加費のみ1回500円

バスケが大好きで、

部活と勉強も本気で

頑張る中学生

2020年に創立された、

愛知県東部・静岡西部の中学生から成るクラブです。

チャレンジすることをモットーに、

海外・国内プロコーチ歴20年の指導の下、

楽しく練習や試合をしています。

初心者や週イチ参加者も歓迎します。

名古屋

東三河


