
活動区 団名 種目 活動区 団名 種目

1 紫野 軟式野球 21
鳳徳ミニバスケットボールクラブ
フェニックス

ミニバスケットボール

2 待鳳ドラゴンズ 軟式野球 22
紫野ミニバスケットボールクラ
ブ・リーラジェッツ

ミニバスケットボール

3 上賀茂ジュニアーズ 軟式野球 23 ラッキーズ ソフトテニス，その他

4 金閣リトルタイガース 軟式野球 24 室町少年野球部 軟式野球

5 衣笠ブラックタイガース 軟式野球 25 西陣中央
軟式野球，バレー
ボール

6 旭 軟式野球 26 正親少年野球クラブ 軟式野球

7 柊野ブラックジャガー 軟式野球 27 仁和ホワイトホース 軟式野球

8 大宮ジュニア 軟式野球 28 二条城北少年野球部 軟式野球

9 比叡サッカー サッカー 29 新町少年野球部 軟式野球

10 京都紫フットボールクラブ サッカー 30 翔鸞少年野球クラブ 軟式野球

11 京都紫光サッカークラブ サッカー 31 翔鸞少年サッカー サッカー

12 ランファンサッカー サッカー 32 西陣中央サッカー サッカー

13 FC鷹峯 サッカー 33 室町サッカー サッカー

14 Lucero京都 サッカー 34 京都平安道場 剣道

15 少林寺拳法京都衣笠 少林寺拳法 35 妙覚寺道場 剣道

16 待鳳バレーボール バレーボール 36 少林寺拳法梅津 少林寺拳法

17 柏野 バレーボール 37 少林寺拳法京都北野 少林寺拳法

18 大宮VBC バレーボール 38 少林寺拳法西陣 少林寺拳法

19 加茂川アローズ バレーボール 39 京都水球クラブ 水球

20 京都ミニバスケットボール教室 ミニバスケットボール

北

北

上
京



活動区 団名 種目 活動区 団名 種目

40 朱一イーグルス 軟式野球 60 少林寺拳法京都醒泉 少林寺拳法

41 オール朱雀ベースボールクラブ 軟式野球 61 下京Ｊｒ．ミニバスケットボール ミニバスケットボール

42 御所南クラブ 軟式野球 62 東山泉 軟式野球

43 壬生ライガー 軟式野球 63 修道 軟式野球

44 高倉クラブ 軟式野球 64 ボルト東山フットボールクラブ サッカー

45 京都暁フットボールクラブ サッカー 65 京都一心剣昇会 剣道

46 朱二SSCサッカー サッカー 66 クレイソフトテニス ソフトテニス

47 朱六フットボールクラブ サッカー 67 南シニアフリーダム 軟式野球

48 少林寺拳法壬生 少林寺拳法 68
京都J-マルカフットボールクラ
ブ

サッカー

49 少林寺拳法本能 少林寺拳法 69 NJCCサッカー サッカー

50 朱二バレーボールクラブ バレーボール 70
京都Jマルカフットボールクラブ
COMRADE

サッカー

51 SETT CLUB バレーボール 71 九条少年柔剣道愛好会 剣道

52
西ノ京Ｓｙｕｎｉミニバスケットボー
ル

ミニバスケットボール 72 少林寺拳法洛南 少林寺拳法

53
御所南バスケットボールスポー
ツ少年団

ミニバスケットボール 73 洛南ジュニア バレーボール

54 下京JUクラブ 軟式野球 74 山王バレーボールクラブ バレーボール

55 洛央メジャーズ 軟式野球 75 唐橋排球 バレーボール

56 下京ベースボール渉成雅 軟式野球 76
K-styleミニバスケットボールス
クール

ミニバスケットボール

57 七条ファミリーズ 軟式野球

58 光徳ヨーケンサッカー サッカー

59 洛央フットボールクラブ2011 サッカー
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活動区 団名 種目 活動区 団名 種目

77 一乗寺ホーマーズ 軟式野球 97 吉田バレーボール部 バレーボール

78 オール葵ジュニア 軟式野球 98 明徳 バレーボール

79 洛北フェニックス 軟式野球 99 松ヶ崎 バレーボール

80 吉田 軟式野球 100 松ヶ崎パワーズ バレーボール

81 松ヶ崎シャークス 軟式野球 101 修学院ミニバスケットボール ミニバスケットボール

82 市原野
軟式野球，バレー
ボール，野外活動

102 北白川ホワイトベアーズ ミニバスケットボール

83 錦林 軟式野球 103 フレイム・ビーンズ ドッジボール

84 北白川ベアーズ 軟式野球

85 養徳クラブ 軟式野球

86 京都葵フットボールクラブ サッカー

87 京都らくほく少年サッカークラブ サッカー

88 AC.gloria サッカー

89 左京修学院第二
サッカー，バレーボー
ル

90 修学院フットボールクラブ サッカー

91 吉田サッカー サッカー

92 京都養徳サッカー サッカー

93 北上F.CJr.サッカー サッカー

94 京都剣道教室 剣道

95 少林寺拳法洛東 少林寺拳法

96 錦林ＶＢＣ バレーボール

左
京

左
京



活動区 団名 種目 活動区 団名 種目

104 山科クラブ 軟式野球

105 安朱クラブ 軟式野球

106 鏡山クラブ 軟式野球

107 山階 軟式野球

108 京都大塚サッカー部 サッカー

109 花山サッカー少年団 サッカー

110 京都大宅サッカー サッカー

111 西野サッカー サッカー

112 音羽川サッカー サッカー

113 山階サッカー サッカー

114 京都山科少年剣友会 剣道

115 少林寺拳法山科音羽 少林寺拳法

116 少林寺拳法京都西野山 少林寺拳法

117 陵ヶ岡男子 バレーボール

118 和VBC バレーボール

119 みつわFVC バレーボール

120 陵ヶ岡女子 バレーボール

121 山科ミニバスケットボールクラブ ミニバスケットボール

122
京都スポーツ拳法（南区でも活
動）

スポーツ拳法

山
科



活動区 団名 種目 活動区 団名 種目

123 葛野ジュニアスポーツ団 軟式野球 144 西京極ジュニアサッカークラブ サッカー

124 梅津北モンキーズ 軟式野球 145 ボルトF.C サッカー

125 太秦ベースボールズ 軟式野球 146 嵯峨サッカー サッカー

126 オール広沢 軟式野球 147 北桑フォレスターFC サッカー

127 嵯峨野シルバー 軟式野球 148 京都常磐野少年剣道部 剣道

128 花園ファイヤーズ 軟式野球 149 広沢少年剣友会 剣道

129 嵯峨野サンボーイ 軟式野球 150 太秦少年剣道 剣道

130 嵐山ガッツボーイズ 軟式野球 151 愛宕剣心会 剣道

131 梅津倶楽部 軟式野球 152 少林寺拳法京都太秦 少林寺拳法

132 安井エンゼルス 軟式野球 153 少林寺拳法嵯峨野 少林寺拳法

133 西京極ファイターズ 軟式野球 154 宇多野バレーボール バレーボール

134 オール嵯峨ジュニア 軟式野球 155 京北バレーボール バレーボール

135 山ノ内スーパーキッズ 軟式野球 156 梅津ジュニア バレーボール

136
宇多野OUジュニアーズ野球ク
ラブ

軟式野球 157 太秦バレーボールクラブ バレーボール

137 御室体振ウィングス 軟式野球 158 太秦バレーボールクラブ男子 バレーボール

138 常磐野少年野球倶楽部 軟式野球 159
ジュニアバレーボールクラブ広
沢

バレーボール

139 南太秦サッカー サッカー 160 梅津北ミニバスケットボール ミニバスケットボール

140 宇多野少年サッカークラブ サッカー 161 大志館空手道 空手道

141 京都常磐野FC サッカー 162 荒賀道場 空手道

142 太秦サッカー サッカー 163 京都嵯峨相撲
相撲，野外活動，合
気道

143 花園サッカー サッカー

右
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活動区 団名 種目 活動区 団名 種目

164 大枝イーグルス 軟式野球 185 少林寺拳法京都洛西 少林寺拳法

165 松尾クラブ 軟式野球 186 桂会館
空手，合気道，野外
活動,，その他

166 嵐山東ポンパーズ 軟式野球 187 大原野バレーボールクラブ バレーボール

167 西京ビックスターズ 軟式野球 188 樫原バレーボールクラブ男子 バレーボール

168 桂東体振ライオンズ 軟式野球

169 桂友クラブ 軟式野球

170 樫原クラブ 軟式野球

171 桂サッカー サッカー

172 桂川ジュニアサッカークラブ サッカー

173 京都ウエストFC サッカー

174 京都西山フットボールクラブ サッカー

175 桂坂サッカークラブ・ジュニア サッカー

176 Forest FC京都 サッカー

177 ズイーガサッカークラブ サッカー

178 京都リノ2001FC サッカー

179 京都松陽F.C サッカー

180 ジラソーレ京都A.C. サッカー，野外活動

181 京都大枝誠心館 剣道

182 洛西剣道教室 剣道

183 京都一龍館 剣道

184 京都橘正會 剣道

西
京

西
京



活動区 団名 種目 活動区 団名 種目

189 竹田イーグルス 軟式野球 210 桃山深草ミニバスケットボール ミニバスケットボール

190 淀イーグル 軟式野球 211 克己館 空手道

191 羽束師ラビット 軟式野球

192 京都FC下鳥羽 サッカー

193 伏見ジュニアサッカークラブ サッカー

194 深草少年サッカークラブ サッカー

195 翼イレブン サッカー

196 羽束師ジュニアFC サッカー

197 醍醐サッカー サッカー

198 トライルサッカークラブ京都 サッカー

199 Ｖervento京都F.C. サッカー

200 C.A JOGARRIO サッカー

201 京都砂川少年剣道 剣道

202 深草少年剣友会 剣道

203 少林寺拳法伏見 少林寺拳法

204 少林寺拳法伏見下鳥羽 少林寺拳法

205 少林寺拳法京都北醍醐 少林寺拳法

206 少林寺拳法小栗栖 少林寺拳法

207 少林寺拳法伏見丹波橋 少林寺拳法

208 砂川 バレーボール

209 匠ジュニア バレーボール

伏
見

伏
見


