やってみたい・興味がある等、気になる競技がある方は、是非下記まで問合せください。
競 技 名
スキー

教 室 名
鳥取県ジュニアスキー教室

指 導 者 名
全日本スキー連盟公認指導員

開 催 日 時 ・ 場 所 等
西部：だいせんホワイトリゾートスキー場
開催日要問合せ（冬季）

陸上

T&F鳥取

蓮佛 友紀

東部：布勢 陸上競技場
第2・第4土曜日14：30～16：00

陸上

布勢TC

倉光 幸生

東部：布勢運動公園、市民体育館、砂丘
月曜日19:00～20:00、土曜日13:00～17:00
日曜日10:00～12:00

陸上

KY鳥取

陸上

アステル鳥取

林田 宣久

陸上

末恒RC

清水 隆夫

陸上

鳥取ジョイナススポーツクラブ

陸上

大栄陸上育成会

陸上

河北SS

東部：布勢 陸上競技場
佐々木 義和 他6名 月・水曜日18:00～20:00
土曜日9:00～12:00

間屋口 貴仁

高田 直樹

参 加 条 件
対象：小・中学生
定員：100名程度
参加費：13,000円
（保護者がSAJ会員の場合11,000円）
対象：小学3年生～小学6年生
定員：なし
参加費：入会費2,000円（スポーツ安全保険含む）
前期6,000円、後期6,000円
対象：小学生
定員：なし
参加費：入会金8,000円、年会費3,000円
スポーツ保険料800円

問 合 せ 先
0859-52-2290
鳥取県スキー連盟

0857-28-6540

090-4578-4541

対象：小学生
定員：なし
参加費：週1月2,500円、週2月4,000円

080-5613-9526

東部：布勢 陸上競技場
土曜日15:30～17:00
日曜日10:00～12:0

対象：幼年・小学生・中学生
定員：なし
参加費：500円/回(保険代別)

080-3250-4777

東部：末恒小学校
土曜日8:30～11:00

対象：小学生（末恒小学校児童）
定員：なし
参加費：年3,000円

090-1638-3711

東部：布勢
月・金曜日

対象：小学生
定員：30名
参加費：月6,000円

080-6265-6343

中部：大栄小学校
水曜日17:30～19:00、金曜日17:00～18:30

対象：小学生
定員：なし
参加費：3,500円

090-1331-5836

対象：小学3年生～小学6年生
定員：なし
参加費：6,800円
（前期3,800円、後期3,000円保険料含む）

0858-26-1798

対象：小学3年生～小学6年生
定員：なし
参加費：9,000円（Tシャツ代、保険料含む）

090-7125-3012

中部：河北小グラウンド、倉吉市営陸上競技場
雨天時河北小体育館

長井 貴徳、江本 美貴 火・木曜日17:30～19:00

第1・第3土曜日13:00～15:00

陸上

TF倉吉

隅坂 義之、加藤 幸 中部：倉吉市営陸上競技場
宍戸 悟、谷岡 真史 第2・第4土曜日14:30～16:30
坂田 詩史
大会前の特別練習月に2回あり

陸上

琴浦TF

対象：小学生
池田 隆政、北中 義隆 中部：八橋小学校 グラウンド
福本 章 、大石 陽一郎 第2・第4土曜日15:00～16:30
定員：なし
山形 哲也、野間田 澄幸 琴浦TF主催合同記録会 年/2回（7月、3月） 参加費：4,000円

0858-53-7676
090-3637-1473
池田まで

陸上

三朝AC

中部：三朝西小学校
造酒 幸雄、福松 勇希 木曜日18:30～19:30、土曜日9:00～11:00
毎年11月に三朝クロスカントリー大会開催

対象：小学生
定員：なし
参加費：6,800円（保険料含む）

080-5233-8956

陸上

にちなんＡＣ

対象：小学生
定員：なし
参加費：3,000円（保険料含む）

090-8240-2509

陸上

アスリート米子キッズ

箕浦 龍一、岡本 渉 西部：東山陸上競技場
野澤 一成
水曜日16:45～18:45

対象：幼児年長～小学6年生
定員：30名
参加費：2,500円（保険代別）

090-6410-0095
HPあり

陸上

アスリート米子陸上教室

西部：東山陸上競技場
箕浦 龍一、岡本 渉
水曜日（週2）18:00～20:00
野澤 一成
土曜日（週2）14:00～16:00（12:00～14:00）

対象：小学4年生～中学3年生
定員：30名
参加費：10,000円/3ヶ月（保険代別）

090-6410-0095
尾﨑まで
HPあり

陸上

T&F米子スクール

西部：東山陸上競技場
土曜日14:30～16:30

対象：小学3年生～小学6年生
定員：なし
参加費：入会金2,000円
前期・後期各6,000円

090-2000-8738

陸上

大山陸上

原田 勝則、原田 幸子
福本 章、金川 徹

西部：名和陸上競技場
月・水・土曜日17:30～19:00

対象：小学生
定員：なし
参加費：年5,000円

090-4141-0709
金川 徹まで

陸上

SMTC Jr

門脇 光浩 他

西部：竜ヶ山陸上競技場
雨天時は体育館内
水曜日16:30～18:30、土曜日9:00～11:00

対象：小学3年生～小学6年生
定員：60名程度
参加費：年会費5,000円（保険、チームTシャツ）
月会費2,000円（大会参加費等）

陸上

米子陸上クラブ

池田 幸弘

西部：東山陸上競技場
月・木・土曜日18:00～20:00

対象：小学生
定員：なし
参加費：月1,500円

090-5366-3471

水球

鳥取水球教室

安田 陽一

東部：鳥取県営鳥取屋内プール
土曜日18:00～20:00

対象：小学生
定員：10名
参加費：月1,520円（保険料800円）

0857-24-2815

池岡 弘紀

今井 信也

西部：日南町総合グランド
水曜日17:30～18:30

090-8243-6877
kado-mitsu.02@ezweb.ne.jp

競 技 名
ボート

教 室 名
鳥取ジュニアローイングクラブ

指 導 者 名
白岩 俊光

開 催 日 時 ・ 場 所 等
東部：湖山池ボートコース・県立湖山艇庫
土・日・祝日8:00～2時間程度
平日（水曜日除く）16:00頃～（学校終了次
第）

参 加 条 件
対象：小学5年生～
定員：なし
参加費：無料（大会時等別途集金することがあ

問 合 せ 先
090-6438-1291

る）

対象：小学3年生～中学3年生

ボート

ボート

少年少女ボート教室

ＮＰＯ法人米子ボート協会 西部：米子市錦海ボートコース(米子市艇庫)
(中学生全学年も対象)
指導員及び
夏休み中の7～8月土・日曜日2日間を1期と
定員：1期あたり20名程度
高校生・大学生ボート部員 して合計3期

米子漕艇クラブ

西部：米子市錦海ボートコース(県立米子艇
米子漕艇クラブ監督・コー
庫)
チ
杉村正男・石畑芳
月曜日除く16:00～(学校終了後)
明 他3名
土・日曜日8:00～（夏期は7:00～）

ホッケー 鳥取Jrホッケークラブ

加賀田 知江 他7名

レスリング 倉吉レスリングクラブ

井勢 智則 他5名

レスリング 米子レスリングクラブ

田中 浩見

レスリング 鳥取レスリングクラブ

小竹 宏明 他2名

東部：八頭高ホッケー場
船岡トレーニングセンター
(冬季期間、外で活動できない場合）
土曜日9:00～11:30

参加費：500円
対象：小学3年生～中学3年生
定員：なし
参加費：年会費10,000円、活動費月額500
円
対象：年長、小学生（全学年）
定員：なし
参加費：1年生～3年生【年額】 3,000円(保険料含)
4年生～6年生【年額】5,000円(保険料含)

0859-21-2257
NPO法人米子ボート協会

090-4695-2585
杉村

srfys186@yahoo.co.jp

中部：倉吉総合産業高校 格技場
水曜日18:00～20:00、土曜日9:00～11:30

対象：幼年、小学生
定員：なし
参加費：入会金1,500円、月謝1,000円

0858-26-2851
倉吉総合産業高校
080-1932-6223
井勢携帯

西部：米子産業体育館
金曜日17:30～18:30

対象：小学生
定員：12名
参加費：月3,500円

0859-35-0611
米子産業体育館

中部：鳥取中央育英高校 レスリング場
土曜日18:30～19:30

対象：小学生
定員：なし
参加費：保険料のみ

西部：境港市民体育館
月・火・金曜日18:00～20:00

対象：小学生
定員：50名
参加費：低学年1,000円、高学年2,000円

090-2623-2617

0858-37-3211
鳥取中央育英高校
杉谷まで

ハンド
ボール

境港ハンドボール教室
（境港マリンバード）

ハンド
ボール

米子市ハンドボール教室
（米子ジュニアハンドボールクラブ）

小澤 美紀子、加藤 隆文

西部：どらドラ市民体育館 他
月・火・金曜日18:00～20:00

対象：小学1年生～中学3年生
定員：55名
参加費：2,000円

090-8609-2775

自転車

ジュニア自転車教室

河田 拓也、村出 真一朗

中部：倉吉自転車競技場
土・日曜日10:00～12:00

対象：小学4年生～小学6年生
定員：10名
参加費：年会費2,000円

080-3877-6844
taku472@yahoo.co.jp
河田拓也まで

圓井 和希、岩永 創

東部：鳥取西中学校 相撲場
水・土曜日18:00～20:00

対象：小学生
定員：なし
参加費：無料

080-8232-2964
圓井まで

池原 洋右

東部：旧小鷲河幼稚園
月・水・金曜日 19:00～20:15

対象：小学生
定員：なし
参加費：年会費10,000円(保険料、入会金含
む)

090-9060-3106

中部：倉吉市営武道館 柔道場
水曜日 19:00～21:00、土曜日17:00～19:00

対象：小学生
定員：なし
参加費：無料

東部・鳥取市弓道場
土曜日 14:00～16:00

対象：小学5年生～小学6年生
定員：20
参加費：1,000円(10回受講)

0857-30-7100

東部：鳥取東高校 旧専攻科棟
水曜日18:30～20:30、土曜日11:00～13:00

対象：小学4年生～中学生
定員：10名程度
参加費：なし

090-1682-1320

西部：米子市立中央隣保館
水曜日18:30～20:30

対象：小学4年生～中学生
定員：4～5名程度
参加費：なし

090-1683-5290

渡邉 学

西部：鳥取県営ライフル射撃場
日曜日10:00～12:00

対象：小学1年生～中学生
定員：4～5名程度
参加費：なし

090-1334-9347

相撲

因幡相撲道場

柔道

西因幡柔道クラブ

柔道

倉吉武道館柔道教室

弓道

ジュニア育成教室

濱口 靖、濱口 みゆき

栗原 昭広、河本 一道

谷口 嘉章

judo-kurayoshi@hotmail.co.jp

ライフル
射撃

因幡シューティングクラブ

ライフル
射撃

長谷川教室

ライフル
射撃

渡邉教室

ラグビー
フット
ボール

湖山ラグビージュニア

岩下 博通

東部：グリーンフィールド（湖山）
土曜日9:00～12:00

対象：小学生、中学生
定員：なし
参加費：年5,000円

090-7024-3140

ラグビー
フット
ボール

米子ラグビースクール

鹿島 美彦

対象：小学生、中学生
西部：どらドラパーク球技場、日野川河川敷
定員：なし
日曜日9:00～12:00
参加費：年5,000円

090-9415-3537

ラグビー
フット
ボール

倉吉ラグビースクール

木下 隆広

中部：倉吉市営ラグビー場
日曜日9:30～12:00

対象：小学生、中学生
定員：なし
参加費：年5,000円

090-4893-0168

対象：小・中学生（10～15歳）は火・木曜日
小学4年生以上の児童とその保護者、高校
生以上または親子は水曜日
定員：10名
参加費：月5,000円

0858-26-4441

スポーツ
クライミン ボルダリング教室
グ

港 浩二、田中 誠

長谷川 勝壽

火・水曜日 福田 宗次郎 中部：倉吉スポーツクライミングセンター
木曜日 伊藤 謙
火・水・木曜日18:30～20:00

スポーツ
クライミン 平日ボルダリングキッズスクール
グ

山本 亮太

中部：ボルダリングジム ババーンズ
火・金曜日(月6回以上)

対象：小学4年生～中学3年生
定員：7名
参加費：月8,200円(1か月ジム無料利用料
込)

0858-24-5457

スポーツ
クライミン 土日ボルダリングキッズスクール
グ

山本 亮太

中部：ボルダリングジム ババーンズ
土曜日もしくは日曜日（月4回）

対象：小学生
定員：10名
参加費：月4,500円

0858-24-5457

スポーツ
クライミン クライミングスクール
グ

中村 隆寛

西部：モンキーポッドクライミングジム
土曜日9:30～11:30/12:00～14:00

対象：小学生
定員：15名
参加費：月5,000 円

080-1911-7790

競 技 名

教 室 名

指 導 者 名

開 催 日 時 ・ 場 所 等

参 加 条 件

問 合 せ 先

アーチェ
リー

鳥取市アーチェリー教室

安治 直人

東部：つづらお城公園アーチェリー場
4～11月（2回/月程度）
土曜日14:00～16:00

対象：小学4年生～中学3年生
定員：5名
参加費：無料

090-9068-2110

空手道

ジュニア空手教室

岡村 将広

東部：鳥取産業体育館
火曜日16:30～18:00

対象：小学生
定員：15名
参加費：2,030円

0857-24-2815

空手道

鳥取県立武道館空手道教室

三村 健一

西部：鳥取県立武道館
月曜日18:00～19:30

対象：小学生
定員：50名
参加費：1,500円（3か月）

0859-24-9300

銃剣道

銃剣道教室

瀬尾 憲次

西部：
月・木曜日18:00～20:00

対象：小学生
定員：20名
参加費：500円

0859-24-9300

なぎなた 鳥取市B&G海洋センターなぎなた教室

鳥飼 明子

東部：鳥取市B&G海洋センター
木曜日19:00～21:00、土曜日10:00～12:00

対象：小・中学生
定員：20名
参加費：入会金1,000円、受講料月2,000円

なぎなた 一般財団法人尚徳会 尚徳錬武館

太田 史夏

東部：尚徳錬武館
水・金曜日18:00～20:00

対象：小学生
定員：なし
参加費：道場維持費月3,000円

0857-23-2855

八幡 久美子

西部：鳥取県立武道館
火・金曜日19:00～21:00

対象：小学生
定員：20名
参加費：1期3ヶ月2,000円

0859-24-9300

なぎなた 鳥取県立武道館なぎなた教室

0857-28-5259
海洋センター
090-8711-0936
鳥飼

トライ
アスロン

西部フリッパーセミナー

高津 芳治

西部
年12回不定期

対象：小学生
定員：40名
参加費：8,000円

0859-32-8351

トライ
アスロン

東部フリッパーセミナー

石名 勝実

東部：岩美町
年3回不定期

対象：小学生
定員：30名
参加費：1,000円/回

090-8605-8455

鳥取県体力・運動能力調査の結果から、学習時間以外に運動習慣がある児童生徒ほど体力合計点が高く、運動習慣
が少ない児童生徒との差は、学年が上がるにつれて広がる傾向にあります。その為、運動に親しむ習慣が身について
くる幼児期から児童期にかけて、学習時間以外でも地域や家庭で、体を動かす時間を確保し多様な動きを経験させる
など、子どもの体力に応じて大人が工夫して関わってあげることが大切になってきます。
そこで、この度、本協会加盟団体の様々な競技スポーツの教室をご紹介させていただき、子どもたちのスポーツを
する機会の提供及びジュニア層の競技人口増加を目的に「ジュニア教室一覧」を作成いたしました。この機会に是
非、お気軽に各競技団体へお問合せください。
なお、その他ご不明な点等ありましたら、下記までお問合せください。

