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Charme(シャルム) 豊明市立栄中学校 土・日19:00〜21:00

年会費3,000円

月会費2,000円

遠征費やウエア代は別

中学生が基本。

ただし、希望があれば小学生可

MOGA SOL
尾張旭市内中学校

瀬戸市総合体育館

月・火・木・金19:00〜21:00

土日は練習試合など

月謝5000円 主に中学生女子

練習試合や遠征試合など試合経験を積めるクラブチームです。

３年16人、２年5人で活動してます。

１年生、２年生募集中です。

楽しく、強く練習しませんか？ お気軽に体験来てください。

HOPE Jr. 春日井市出川小学校など 日・火・木18:00〜21:00

月会費2000円

保険代

ユニフォーム、Tシャツ代

女子中学生

選手権、カップ戦、練習試合、合宿 クリスマス会など

厳しく楽しく活動しています。

 ※体験随時募集しています。

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

バスケが好きな人

LITTLE WINGS 春日井市立西部中学校など 日・火19:00〜21:00

月会費 1,500円

入会金・年会費なし

別途：保険・リバーシブル・

            Tシャツ・遠征費等

女子中学生

女子小学生5・6年も可

バスケットボールがより楽しく感じられるように活動をします。

そして生涯にわたってプレーできることも目標としています。

IGNITION 豊明市立栄中学校 木・金・土・日 19:00〜21:00 月謝 2,000円 中学生

応時Spirits

(月・火)

小牧市立応時中学校体育館

(金)

犬山体育センター

(土・日)

小牧市立大城小学校体育館

月18：00-20：00

火18：00-21：00

金18：00-21：00

土日9：00-17：30

入会金10,000円

月会費3,000円

そのほか

遠征費やウエア代は別

バスケットボールが

大好きな中学生

大城クラブ(小学生)と

一緒に練習し、

小中一貫指導

自分に負けない・相手に負けない・監督コーチに負けないを掲げ、

文武両道の精神と負けない気持ち（心）を、

バスケットボールを通して鍛えようと日々練習に励んでいます。

たくさんの仲間が各地から集まり、目指すは、厳しくたくましく！！

そして優しく！！

Team Nao 味美中体育館 火・水・金 19:00〜21:00 施設利用費など  半年間 10000円 中学生1年生〜3年生 女子 土曜、日曜、祝日はカップ戦や練習試合があります。

東海市ジュニア

バスケットボール

クラブ

東海市内中学校

（名和、横須賀、加木屋）
木・土・日 19:00〜21:00 月会費 2000円 中学校生活と両立できること

知多市ジュニア

ORCAQueen

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

知多
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豊川ジュニア

バスケットボール

クラブ

南部中学校

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2000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

個々の能力の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。

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 楽しいバスケを目指してます

吉田方

バスケットボール

クラブ U15

BEYOND

豊橋市立吉田方中学校

豊橋市立前芝中学校 他

水19:30〜21:30

木19:00〜21:00

金19:30〜21:30

日18:30〜21:30

年会費2,500円

月会費4,000円

その他ウェア代など

小学6年生〜中学3年生

基礎を中心に個人のレベルアップを目指して練習しています。

体験、見学随時受け付けています。

Instagramもやってます。

https://www.instagram.com/beyond_u15/

豊田ベアーズ 豊田市立 井郷中学校                  益富中学校

月19:00〜21:00

水19:00〜21:00

木19:00〜21:00

土日  9:00〜12:00

        14:00〜17:00

年間費 1万円

ウエア代は別
中学生女子

⭐︎ 豊田ベアーズホームページ⭐︎

https://toyota-bears-bbc.jimdofree.com/

MBCジュニアW 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

JAWS Jr.
豊田市

藤岡・猿投地区内体育館

火19:00~21:00

(冬期は18:00~21:00)

金19:00~21:00

土17:00~19:00

日18:00~21:00

全曜日参加できなくてもOK

月会費2000円

(スポーツ安全保険料込)

ウェア代等は別

きちんと挨拶ができる

小6〜中学生の女子

(小6で経験の浅い方には

ミニバスの藤岡JAWSも

紹介できますので

ご相談ください。)

2020年に結成し昨年からABA登録した若いクラブです。

メンバー達自身がボトムアップ思考で

作り上げていくクラブを目指しています！

★試合のお誘い大歓迎です

★新メンバーいつでも募集中!

Instagram ID: jawsjr2020

知立Jr.Cagers 知立市内中学校体育館等 練習は木・金18:30〜21:30 月謝 3,000円
基本中学生ですが、

小学5年生以上でもOKです。

REXS
木・土曜日…南中

土曜日…各市体育館
木・金・土19：00〜21：00

月会費5,000円

その他諸経費は別

中学生が基本。

ご希望があれば小6生可。
Instagram ID/bbc.nabe

三好 Blue Angels みよし市立三好丘中学校 月・水・土18:00~21:30
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

東三河

西三河
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WILD CATS

名古屋市立八幡小学校

八幡中学校

中川学体

平田学体など

月・水18:30〜21:00

金19:00〜21:00

土日は不定期、練習試合中心

定期的に合宿あり

年３回

各7000円徴収

合宿費などは別

中学生 小6は12月から参加可 https://hanagaku.net/

ポラリス

名古屋市守山区の

中学校体育館

岡崎市中学校体育館

知多市・豊川市・大府市の

公営体育館

平日毎日18:00〜21:00

 土日は午前中練習

または練習試合カップ戦

月会費7000円

その他遠征費や

ユニフォーム代などは別

女子中学生

スキルアップ生は

中学生・小学生も可

Facebook開設中 バスケが好きで上手くなりたい人。

明るいチームで本気でバスケがしたいならぜひ一度体験に来てください。

OURS

天白学校体育センター

緑区内学校

(左京山中学校・

 有松中学校・

 千鳥丘中学校など)

火・水18:00〜21:00

土・日カップ戦

　　　練習試合

　　　1日練習等

月会費 1,000円

(半期毎に集金)

中学生が基本

スキルアップとして

小学生の参加もOKです。

「楽しみながら、上手くなりたい人」のためのクラブチームです。

 スキルアップトレーニングや、ミニゲームを中心に楽しく練習をしています。

土日には、高校生と試合や合同練習、大会なども行います。

ワイワイ楽しく活動しているので、ぜひ一度体験に来てみてください!

Wizards

西区山田中学校

西区天神山中学校

その他中学校

火・金(毎週)19:00〜21:00

土・日(不定期)18:00〜21:00

月会費1000円

年会費4月、10月に

 6000円ずつ

女子中学生

バスケ大好きな女子中学生大募集!

一緒にバスケしましょう!

詳しくはHPをご覧下さい。

 https://wizards.yotei.club

Ｋピュアチャンプス
名古屋市中川区

昭和橋中学体育館 他

火・金18:30~21:00

週末は試合もしくは練習

年会費5000円

会場費1回200円

ビブス11000円

その他遠征費などその都度

女子中学生が基本
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.Girl BBC

名古屋市内の小・中学校

(主に東区）

他施設など

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

名古屋

https://hanagaku.net/
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ing
稲沢市立稲沢西小学校

稲沢市立明治中学校

週2日〜週4日

(月・火・木・金)

明治中 19:00〜21:00

稲沢西小 18:30〜21:00

土日に試合が入る場合が

あります。

月1000円

(保険や試合参加費など)

練習参加1回100円

(体育館使用料)

チームTシャツと

ウィンドブレーカーは別途必要

中学生女子、小学生も可
指導者が全部決めて、全部支持を出してというやり方はせず、

子供たちにも考えてもらったり決めてもらったりします。

Twosix-Girls 扶桑北中学校 月・水・金19:00~21:00
年会費2,4000円

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

COOL BEE
一宮市

尾西第一中学校体育館

火・水・木(第2·4)

19:00〜21:00

年会費3,000円

月会費2,000円
中学生 http://konobuminicoolbee.blog.fc2.com/

FRONTIER 一宮市内体育館 水・金・日 19:00〜21:00
月会費 2,000円

保険料等は別途
中学生女子 https://basketballfrontier.wixsite.com/frontier

BRAVE
あま市立甚目寺中学校

あま市総合体育館
木・土・日19:00〜21:00 月謝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

https://twosixjr26.wixsite.com/twosixjr
http://konobuminicoolbee.blog.fc2.com/
https://basketballfrontier.wixsite.com/frontier

