
みんなもウインタースポーツにチャレンジしてみない？
ここでは札幌市内のウインタースポーツ少年団・クラブチームを紹介するよ。
QRコードのついているチームはWEBサイトやYouTubeチャンネルを公開中！

小学生から大人の方までを対象にしているスクー
ルです。モーグルを好きになってもらえるよう、楽
しく安全にレッスンしています。小学生でもオリン
ピックを目指したい子には、一流のコーチとトレー
ナーのもと、年間を通して指導していきます。

男の子も女の子も和気
あいあいと練習していま
す。冬の練習はもちろ
ん、トランポリンや
ウォータージャンプなど
のオフトレも楽しいで
す。コーチが優しく教え
てくれるので、これから
モーグルを始める人も楽
しく参加できると思いま
す。

緑丘小６年 和田 彩映子
Dosapo ドウサポ

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

サッポロテイネスキー場、ばんけいスキー場など
５月〜４月／月・火・水・木・土・日
トランポリン、ウォータージャンプ、自転車など
トランポリン3,000円/回 スキーレッスン
5,250円/日〜 選手用コース約50,000円/月など
代表者名 伊藤孔一

Tel  090-2812-0326
Mail  school@dosapo.ski

雪の豊富な手稲山を練習拠点にして、スキーア
スリートを目指す小学5年生以上が対象です。「や
ってみたい」「がんばる」という強い気持ちがあれ
ば、競技初心者でもOK。

サッポロテイネハ
イランドを拠点に練
習しています。モー
グルは、エアーを飛
んだ時やコブを滑っ
た後がとても楽しい
です。将来は日本代
表になり、オリン
ピックで金メダルを
とりたいです。

手稲中1年 二俣 颯

スノードルフィンスキークラブ

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

サッポロテイネスキー場
12月〜3月／土・日・祝、冬休み・春休み期間
基礎トレーニングや自転車トレーニング
12月〜3月の4か月 50,000円

6月〜10月中旬 37,000円

代表者名 佐藤一臣

Tel  090-9758-2474
Mail  sato@snowdolphins.com

ばんけいスキー場の支援を受けて活動していま
す。国際スキー連盟公認コースの製作・管理をしな
がら世界を目指し日々トレーニングしています。
2022年地元で開催された全日本選手権では男女共に
優勝を果たしました。2023３月にはJOCジュニアオ
リンピックがここで開催されます。

私は小学4年生から基礎
スキーを始めましたが、
モーグル選手達の滑降滑り
に憧れて私もやってみよう
TEAMBANKEIに入りまし
た。このチームには小学5
年生から全日本チャンピオ
ンまで在籍し、日々夢に向
かって楽しく頑張っていま
す。モーグルに興味がある
方は一緒に挑戦しましょ
う。

宮の森中２年 山口未來

Sapprp Freestyle Ski Club TEAM BANKEI

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

ばんけいスキー場
毎週２〜４日
テイネウォータージャンプ・中央区体育館
年間約¥70,000 (リフトシーズン券込)
代表者名 工藤哲史

Tel  090-3119-1701
Mail  fshtk1958@gmail.com

スノーボードが大好きでもっと上達したい！大会
に出て活躍したい！プロのようにかっこよくすべり
たい！！とりあえずスノーボードができるようには
なったけど、次のステップを目指すためにはどうし
たらいいのか？といった初級者〜上級者までをメイ
ンにレッスンをしております。

FISH & TIPS

活動場所
活動時期

夏の活動
活動費

連絡先

ばんけいスキー場、サッポロテイネスキー場など
冬季／12月〜４月、曜日未定（平日と土日祝の両方
あります）夏季／７月〜10月、 水・金・土
ターンクリニック、ジャンプクリニック
夏季／１回２時間 4,000円、５回チケット17,500円、
10回チケット30,000円
代表者名 中井孝治

Mail  fishandtips@coif.jp
人の何倍も努力し

てかっこいいライダ
ーになれるようにこ
れからもがんばりま
す‼

松岡 聖那

ヨコノリ少年団では完全初心者のお子様ＯＫの「
ひよこクラス」からジャンプやグラトリなどカッコ
いい技を練習する「少年団クラス」までさまざまな
クラスをご用意しています！仲間もたくさんできる
ので楽しく上達できます。

ヨコノリ少年団

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

ばんけいスキー場、ダイナスティスキーリゾート
冬季／12月末〜3月末 火・水・木・金・日
ばんけいb.SAP、札幌KINGSにてジャンプ中心のレッスン
1レッスンごとのチケット制です（1回4,200円、
3回チケット10,600円、10回チケット32,000円）
お得なシーズン券もご用意しています
代表者名 松井克師

Tel  011-598-0234
Mail  info@yokonori.jp

平岡中央小4年菊池 花鈴

年間を通してオリンピック選手が指導します。技
術はもちろん、たくさんのことを学び成長をサポー
ト！プロ選手、日本代表選手も輩出。仲間といっし
ょに楽しく上達。初心者歓迎、体験参加あり。

コンパス スポーツコミュニティー

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

札幌国際スキー場、ダイナスティスキーリゾートなど
冬季／12月〜5月上旬、〔ナイター〕1月〜3月
ジャンプ、スケートボード、サーフィン体験など
冬季/1DAY5,500円・ナイター3,500円
夏季/1DAY3,500円・ナイター2,500円
年会費/初年度5,000円、更新料3,000円
代表者名 渡辺伸一

Tel  090-1525-3647
Mail  info@compas-sc.com ぼくの夢はスノー

ボードでパパのよう
にうまくなってオリ
ンピックに出ること
です。金メダルを取
りたいので、夏も冬
もコンパスで教えて
もらって練習がんば
ります。

美園小４年 今井 優雅

幼稚園のときはひ
よこクラスで雪遊び
してたけど、今は少
年団クラスで夏もジ
ャンプ練習をがんば
っています。今シー
ズンの目標は少年団
検定1級合格と4方向
540°メイク！



活動場所
活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

玉越ストリームレーシング

2006年に札幌藻岩山スキー場に開校したジュニア
専門のスキークラブです。経験豊富なプロコーチが
初めてスキーをするお子様から、トップスキーヤー
を目指す選手まで幅広く指導しています。全国大会
、公認大会入賞者多数輩出。初心者大歓迎です。

ぼくは昔からこの
クラブで活動してい
ます。練習は大変な
ときもありますが、
大会でゴールしたと
きの達成感はすごく
気持ちがいいです。
目標は大会で入賞す
ることです。

伏見中２年生高橋 直幹

サッポロモイワジュニアスキークラブ

活動場所
活動時期

夏の活動

活動費
連絡先

札幌藻岩山スキー場、札幌近郊のスキー場
冬季／11月中旬〜5月上旬〔休〕月
夏季／5月上旬〜10月末日〔休〕月・金
砥山などで、陸上、マウンテンバイク、トレイル
ランニング、ボルダリング、スラックラインなど
シーズン会費、月会費 ※どちらかご選択
代表者名 古谷正臣

Tel  011-572-2696
Mail  sendmail@sapporomoiwajsc.com

冬はアルペンスキー、夏は陸上トレーニングの他
にインラインスケート、マウンテンバイク、登山、
キャンプ、マラソン大会参加等バリエーションに富
んだ内容でトレーニングを行っています。もちろん
スキー初心者のお子様からサポートしていますので
、お気軽にお問い合わせ下さい。

小学校3年生から
アルペン競技を始め
ました。チーム練習
に全力で取り組み、
昨シーズンは大会で
1位を取ることがで
きました。次の目標
は全道大会で優勝す
ることです。

川尻 泰晟

札幌藻岩山スキー場など
11月〜3月／火・水・木・金・土・日・祝
真駒内公園など 4月〜10月／火・木・土・日・祝
11月〜３月 110,000円
代表者名 畠中剛志

Tel  090-1302-4391
Mail  monk91@mac.com

現在は、小学1年生から中学3年生までの24名が所
属しています。最初はとても小さいジャンプ台から
練習しますので、初めての方も心配ありません。ぜ
ひ、1度見学に来てみてください。体験入団もいつ
でも受け付けています。

札幌ジャンプスポーツ少年団

活動場所
活動時期

夏の活動

活動費

連絡先

札幌市荒井山シャンツェ
5月〜10月、12月〜3月の土・日
場合によっては平日の夕方
サマージャンプ台があるので、
1年を通して練習や大会があります
年間20,000円（兄弟姉妹割引あり）
入団金・更新料2,500円
代表者名 佐々木真悟

Tel  090-1898-8401
スキージャンプは大
きい台になるにつれて
空中の感覚を楽しめる
スポーツです。いつも
より距離が伸びると、
すごくうれしくなりま
す。もっと飛びたくな
ります。身近に、プロ
の選手と会うこともで
きます。

前田中央小４年

姫野 誠也

10年連続全国大会出場実績があり、ジュニア期は複数競技に取
り組みながら目標に向かって楽しく練習しています。冬の体力づく
りを目的とした参加や初心者も大歓迎です。

札幌クロスカントリースキー少年団

活動場所
活動時期

夏の活動

活動費

連絡先

白旗山競技場、藻岩山、真駒内公園など
火・水・木／17時〜19時
土・日（大会をふくむ）／9時〜12時
白旗山ローラースキーや芝スキー、藻岩山トレラン、
羊蹄山登山、体幹トレーニングなど
小学生7,000円／半年（10月〜3月）
※夏トレーニング希望者は別途
代表者名 岩佐 由緒

Tel  070-4299-2191 冬は白旗山で練習し
ています。夏の練習で
は体幹トレーニングや
ローラースキーなど
様々な練習をします。
将来の夢はオリンピッ
クに出ることを目指し
ます。

菊水小6年 中川 恵太

日本で唯一バイアスロン競技を中心に活動してい
る少年団です。楽しい雰囲気で体力錬成を行いなが
らエリート選手育成を目指しています。

札幌ジュニアバイアスロンクラブ

活動場所
活動時期
夏の活動

活動費
連絡先

真駒内カントリークラブ
通年／火・木・土
ランニング、球技、体力錬成、
ローラースキー練習など
入会金5,000円、年会費5,000円
代表者名 西田 満

Tel  090-8275-8099
Mail  info@trailsportsclub.com 私の技術はまだま

だ未熟ですが、ちょ
っとずつ出来ること
が増えるととても楽
しいです。もっとス
キーの技術を身につ
けたいので、おもし
ろ厳しいコーチの元
で練習に励みたいで
す。

啓明中２年 藤原 早希

1972年札幌オリンピックの年に設立、歴史と実績
のある少年団です。初心者はもちろん、アルペンス
キーに興味のある小中学生に対し、個々の技術レベ
ルに合わせて、経験豊かなコーチ陣が指導にあたり
ます。体験入団は、いつでも歓迎です。

当チームでは、夏
にスキーで必要な体
感やバランス力を鍛
えるトレーニングを
し、冬にその成果を
発揮してタイムを競
います。合宿では礼
儀や集団行動の大切
さを学べます。この
ようなチームで僕
は、スキーの上達は
もちろんのこと、人
としても成長したい
です。

琴似中央小6年

池中 一徳

札幌アルペンスキースポーツ少年団

活動場所
活動時期
夏の活動

活動費

連絡先

ばんけいスキー場、サッポロテイネスキー場など
冬季／11月〜５月、夏季／6月〜10月
真駒内公園、五天山公園などで、ランニング、
サッカー、マウンテンバイク、登山など
４年生以下60,000円/年、５年生以上90,000円/年
※その他リフト代など
代表者名 井上耿

Tel  090-1308-9717
Mail  akira.the.energico@gmail.com

夏はロードバイクトレーニングや登山！冬は月曜
日以外、毎日スキーをします。夏も冬もあらゆるス
ポーツで活躍中！とにかく楽しくトレーニングを
行っています。

世界レベルで戦っ
ている先輩たちが身
近にいて、アドバイ
スをもらいながらス
キーをすべることが
できます。助け合え
る思いやりのある仲
間がいるところも魅
力です。

琴似中２年 大黒 巧翔

札幌SS PRODUCTS スキーチーム

活動場所
活動時期

夏の活動
活動費
連絡先

朝里川温泉スキー場 手稲ハイランドスキー場
平日 17時から20時
土曜日・日曜日・冬休み・春休み 9時から15時
火・木曜日17時から19時／土・日曜日8時から12時
冬１ヶ月￥30,000／夏１ヶ月￥18,000
代表者名 佐藤直也

Tel  011-763-4645
Mail  ssproducts@blue.plala.or.jp
HP http://ss-products-ski.com

アルペンスキーは個人競技ですが、練習するため
にはチームでの活動が大切になります。充実した練
習環境と豊富な練習量で競技を始めたばかりの選手
でもメキメキ上達します。体験参加はいつでも可能
ですので、お問い合わせください。

旗門をギリギリに
攻めるスピード感が
アルペンスキーの魅
力です。今年の目標
はジュニアオリンピ
ック優勝なので、そ
れに向かって毎日ト
レーニングを積み
100分の1秒の戦いに
挑みます。

藻岩中２年 伯谷 悠樹

ライジングアルペンスキーチーム

活動場所
活動時期
夏の活動

活動費
連絡先

サッポロテイネスキー場、朝里川温泉スキー場
11月〜5月／火・水・木・土・日・祝
夏山スキー、サマーゲレンデ、フィジカル
トレーニング（ランニング、ＭＴＢ、山登りなど）
9,000〜13,500円／月
代表者名 岡田亮典

Tel  090-8901-8948
Mail  ryosuke.okada@gmail.com

mailto:ssproducts@blue.plala.or.jp


札幌星置ケッターズ

活動場所

活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

札幌ベルーガ・ジュニア・アイスホッケーチーム
（ホワイトドルフィン・ジュニア・スポーツクラブ） 札幌イーグルス

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

北海道バーバリアンズアイスホッケー少年団

活動場所

活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

SAPPORO KING STARS

活動場所

活動時期

夏の活動

活動費
連絡先

札幌ベルーガは、未経験から楽しく始められるア
イスホッケークラブです。フロアボールやフットサ
ル、バドミントンの練習日もあり、自由に参加可能
！いろいろなスポーツにふれることでお子様の可能
性を広げます！無料体験、受付中です！

初めてでも、優しい
コーチと仲間がいるか
ら楽しく上手になれま
す！できなくても心配
ないです。優しく教え
てくれます。練習はい
つも楽しいです！いっ
しょにやろう！待って
ます‼︎

星置スケート場、月寒体育館、札幌市内体育館
月6回〜10回（主に火曜日とその他）
アイスホッケー練習の他、体育館での
フロアボール、フットサル、バドミントンなど
月会費1,000円〜3,000円+参加費制
代表者名 佐藤彰彦

Tel  090-6678-8157
Mail  beluga.high.spirit@ab.auone-net.jp

札幌イーグルスは幼稚園の男女〜６年生の男女と幅広い年代ですがチーム
一丸となり活動しています。アイスホッケーの技術向上はもちろんですが一
番大事にしているのは、アイスホッケーという競技を通じて年齢に見合う子
どもの成長や協調性や助け合いという学校教育の延長であり学校から離れた
交流の場です。随時Facebookより体験等を受け付けしています。

月寒体育館、星置スケート場
４月〜３月（通年）／１カ月に８回程度の練習
通年での氷上練習
2020シーズンは7,000円／月
代表者名 武田行央

4才〜小学校6年生までの約30名が活動しています
。日本スポーツ協会の認定指導員、元日本代表の経
歴を持つ経験豊富なスタッフがていねいに指導しま
す。3年生以下は「遊び中心」。4年生以上は「競技
力向上」を目的として活動しています。

ポジションはゴール
キーパーです。練習や
試合でいつも新しい発
見があり、いろいろな
ことを試せるところが
楽しいです。世界で1
番上手で、世界で1番
ホッケーを楽しんでい
る選手になりたいです
。

清田緑小４年 曽山 玄

月寒体育館、星置スケート場、
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
通年／夕方17:45〜19:15（曜日不定期）
通年での活動、夏季はラグビーをしている子もいます
6,000〜8,000円／月
代表者名 山田恭之

Tel  090-3111-5525
Mail  h_barbarians_hockey@yahoo.co.jp

2021年の秋に出来たばかりの新しいチーム、SAPPORO KING
STARSです。「楽しみながら仲間と共に成長する」がチームコンセプト！
オリンピックに３大会出場した藤本もえこさんが監督に就任、また元女子
アイスホッケー日本代表キャプテンの大澤ちほさんがコーチで参加していま
す。最高のチームワークを目指して、日々活動しています。幼稚園の年少か
ら小学６年生までのチームです。勿論、女の子の参加も大歓迎！体験会も実
施中。お気軽にQRコードからお問い合わせください。

星置・月寒を中心に活動しています。
また泊や安平などのリンクも活用しています。
札幌市はリンクが通年使えるので、
通年で練習をしています。
リンクでの氷上練習を中心に、
公園などを活用した陸トレも行っています。
月謝 レベルによって5000円〜7500円になります。
株式会社MONSTARdesign 担当 加藤

Tel  011-215-0768
Mail  info@icehockey.co.jp

スピードスケート、ショートトラックのチームです。

RedOval

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

月寒体育館、美香保体育館
5月〜3月
陸上トレーニング、氷上トレーニング
8,000円/月（主にリンク借上料）
代表者名 小松洋介

Tel  090-3118-7689
Mail  redovalsapporo@gmail.com

競技を通して、チームの交流、親睦を促進し、健
全な児童の育成ならびに、アイスホッケーの普及、
振興を図ることを目的としています。未経験者、大
歓迎です。防具の貸し出しもしてますので、まずは
気軽に体験してみてください。お待ちしております
。

僕は4年生の時にアイ
スホッケーと出会い
ました。アイスホッ
ケーはとても楽しい
スポーツです。色ん
な人に知ってもらい
たいです。

大谷地小６年 三上晃大

月寒ストロンガー

活動場所
活動時期
夏の活動

月寒体育館、星置スケート場、
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
通年/週1〜2回程度
オールシーズン活動しております。
夏は氷上練習の他に、陸トレや合宿なども行います。
8,000円／月（兄妹割引有）
代表者名 金泉征夫

Tel  090-9518-3818（藤本）
Mail  medinet@cpost.plala.or.jp

HP  https://tsukisamu-stronger.1net.jp/

こんにちは！札幌星置ケッターズです！！にぎや
かで和気あいあいとしていると思いきや、やるとき
はやる！本気で！全力で！！そんなチームです。ア
イスホッケーを楽しむのはもちろん、あいさつ、言
葉遣い、身だしなみ、行動、時間厳守なども大切に
しています。感謝の気持ちを忘れずに！見学・体験
待ってるよ〜♪

僕はアイスホッ
ケーが大好きです。
楽しくて、夢中にな
れることに出会えて
嬉しいです。これか
らもいろんなことに
挑戦し続けて、誰か
の憧れの選手になり
ます！応援よろし
く！

稲穂小 6年 山本 桜大

星置スケート場、月寒体育館
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
平日 17：45〜19：15 土日祝 全時間帯
氷上練習／月８〜10回、陸トレ／週１〜2回程度
小学生7,500円／月、幼稚園3,750円／月
HPをごらんください。

代表者名 橋本修

Tel 080-3293-8403
Mail info@ketters.net
HP  https://www.ketters.net/

活動費
連絡先

活動場所
活動時期
夏の活動

活動費
連絡先

加藤 惺音

冷たいリンクを走る
ときの風や疾走感が好
きです。とても難しい
競技だけど、できるこ
とが増えてくると凄く
嬉しいです。オリンピ
アンが教えてくれる恵
まれた環境で一緒にア
イスホッケーしてみま
せんか？



札幌オーロラF.S.C.

活動場所
活動時期
夏の活動

活動費
連絡先

札幌アースフィギュアクラブ

活動場所

活動時期
夏の活動

活動費

連絡先

札幌クリスタルF.S.C.

活動場所

活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

美香保F.S.C.

活動場所

活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

真駒内F.S.C

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

現在9名在籍（小3〜高校生）。楽しく目標に向け
て練習をしています。レッスンは都合の良い日時を選
んで週１回から参加可能です。入会年齢は４歳以上大
学生まで。見学、体験レッスンも随時受付中です。

6歳の時にスケー
トを習い始めまし
た。札幌クリスタル
は一人ひとりに合わ
せて丁寧に教えても
らえるし、みんなそ
れぞれの目標に向け
ていつも頑張ってい
ます。私もいろいろ
な種類のダブルジャ
ンプが跳べるように
練習中です。練習し
ていたジャンプやス
ピンが初めてできた
ときはとても嬉しい
です。これからも頑
張ります。

西宮の沢小５年

齊藤 汐栞

市内リンク及び札幌市近郊

通年での活動
氷上練習、陸上トレーニング、ダンスレッスン等
個人レッスン：30分1,500円〜
グループレッスン目安：１枠700円
（参加回数により割引あり）※体験レッスン又は見学
時に詳しい料金のご説明をいたします。
代表者名 齊藤三紀

Mail  miki.ssy.1110@docomo.ne.jp

美香保FSCは、幼児から大学生までが在籍し、
札幌市外から練習に通っている生徒も多数います。
初心者の方から大会出場選手まで楽しくフィギュア
スケートの練習をしています。現在3歳〜生徒さんを
募集しております。体験レッスンも行っております
ので、お問い合わせください♪

美香保クラブは男
女問わず楽しくレッ
スンが出来るクラブ
です！先生はいつも
笑顔で優しく教えて
くれます！

緑苑台小４年大杉 文愛

真駒内クラブは元ディズニーオンアイスのプロフィギュアスケ
ーター大元先生が指導しております。
幼児〜大人まで技術の上達に向けて、活動しております。体験
レッスン随時受付中ですので、お気軽にお問合せください。

レッスンを頑張ったら
シールがもらえてレッス
ン帳にシールが増えてい
くことが嬉しいです。先
生は失敗したときに丁寧
にコツを教えてくださ
り、何度もチャレンジさ
せてくれて練習を重ねる
ごとに成功できる喜びを
教えてくれます。これか
らもバッジテストにどん
どん挑戦して楽しくス
ケートをしていきます。

澄川南小5年

日野 紗也奈

札幌市内のリンク、札幌近郊
通年での活動
陸上練習と氷上練習
個人の参加回数によって決まります。体験レッスンの
際にご説明させて頂きます。
代表者名 日野真代

Tel  080-5595-8484
Mail  mayomo.8484@gmail.com

幼児〜大人まで、26名が在籍しています。
指導者2名のもと、みんな目標を持って
楽しく練習に取り組んでいます。初めての
方でも体験レッスンから始めてみませんか。
ご希望の方は上記連絡先にご連絡ください。

札幌近郊など通年での活動
氷上練習と陸上練習
グループレッスン 1時間／1,000円
代表者名 富永 三千代

Tel  090-6698-8763
Mail  roycefsc.sapporo@gmail.com

ロイズクラブは2人
の先生がいるので丁
寧に教えてもらえま
すし、上手な選手も
いるので勉強になり
ます。幅広い年齢層
の選手がいるのでと
ても楽しいクラブで
す！

宮の森小 5年
堂森 結衣

小学生から大人、趣味で楽しくすべる方から全日本出場レベル
を目指す選手まで幅広く所属しています。スケートというスポー
ツを通して健全な精神の育成に取り組み、何事にも負けない強い
心、人とのコミュニケーションや団結力を育む事に力を入れてい
ます。まずは楽しくすべる事から始めてみましょう。

月寒体育館、美香保体育館、星置スケート場、
真駒内セキスイハイムアイスアリーナなど
通年での活動
夏場もリンクにて練習。陸上トレーニング、
メンタルトレーニング、ダンス、バレエなど
グループレッスン1時間／1,000円〜、
個人レッスン30分／2,000円〜
代表者名 松本亨子

Tel  090-5982-7879
Mail  matsumotoearth1@gmail.com

私がスケートを始め
たのは4才です。札幌
アースフィギュアクラ
ブに小学1年生で入っ
て本格的に習い始めま
した。好きな技はフラ
イングシットスピンで
す。今はバッジテスト
の3級合格に向けて猛
特訓中です！

あやめ野小６年
小西 美早季

幼児４歳〜14才まで38名、ご婦人の部20名で活動しています。レッスンの他
にバレエ、ジャズダンスのレッスンもクラブ員は無料で受講可能です。子ども
達が楽しめるイベントも多く開催しています。初心者でもスケートを初めやす
い環境が整っています。（幼児クラス、初心者クラス）指導者は2名体制です
。コーチは全日本選手権で浅田真央選手の演技の直後にすべった経験もありま
す。曜日を決めて習う形、土日のみの習い事、本格的に大会に参加して大きな
大会への出場を目指すなど、やり方は様々選べます。楽しくスケートを始めて
みませんか？※体験は毎日行っております。詳しくはホームページの方でご確
認下さい！

月寒体育館、美香保体育館、星置スケート場、市外近郊
通年／初心者クラス：土・日、幼児クラス：火・金
札幌市外近郊で夏合宿、
陸上トレーニング
月4回／週1回4,000円〜
代表者名 高橋尚美
（電話対応は高橋美葉）

Tel  080-3269-0317
Mail  sapporo.aurora.fsc@gmail.com

幼稚園年長の時、初めて
アイスショーを見に行っ
て、とっても楽しかったの
で自分も滑れるようになり
たくてオーロラに入りまし
た。たくさんのお友達と滑
るのが楽しいです。曲に合
わせて踊るのが嬉しいで
す。シットスピンとクロス
スピンが少しできるように
なったので練習が楽しいで
す。一回転半やダブルジャ
ンプ、難しいスピンにも挑
戦したいです。

厚別北小３年 石坂 依絵里

小学生から高校生まで在籍し、学校のクラブや部活
動と両立している子も多いです。年齢やレベルに合
わせ、基本動作から戦術までていねいに指導いたし
ます。

お兄ちゃんが楽しそ
うにやっていたのと
幼なじみといっしょ
に放課後カーリング
に通ったのがきっか
けです。ショットが
決まってチームのみ
んなとハイタッチす
るときやテイクが決
まったときが楽しい
です。

月寒小6年 後藤 稀

レベル別ジュニアカーリングスクール

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

どうぎんカーリングスタジアム
通年／週2〜3回ほど
通年での活動
小学生3,000円／月
代表者名 佐藤 浩

Tel  011-855-1200
Mail  sca@sapporo-curling.org

平日夕方のカーリング体験です。インストラクター
がついているので初めての方も安心して体験できま
す。お申込み不要なので気軽にみんなといっしょに
氷の上ですべってストーンを投げて遊びましょう！

おじいちゃんとおば
あちゃんがカーリン
グをしていたのがき
っかけで始めました
。今は週2〜3回通っ
ています。カーリン
グの楽しいところは
遠くに上手く投げら
れるようになったこ
とです。

中の島小3年湯浅 結音

小学生放課後カーリング

活動場所
活動時期

夏の活動
活動費
連絡先

どうぎんカーリングスタジアム
平日／17時〜18時、月・水・金（小学1〜3年生対象）
火・木（小学4〜6年生対象）※大会等で開催していな
い場合があります。（毎月第3月曜日は休館日）
通年での活動
なし※道具レンタル料100円
代表者名 佐藤 浩

Tel  011-855-1200
Mail  info@sapporo-curling.org

美香保体育館、月寒体育館、星置スケート場、
真駒内セキスイハイムアイスアリーナなど
通年での活動
氷上練習と陸上練習
各コースがありますので、コースにより料金が変わります。
体験レッスン又は見学時に料金のご説明をいたします。
代表者名 後藤麻利亜（美香保FSCコーチ）

Tel  090-5986-5364
Mail  mkh.skate.fsc@gmail.com

ロイズフィギュアスケーティングクラブ

ROYCE’F.S.C.



札幌ブルーローズFSCは『楽しいフィギュアスケー
ト』を心がけております。楽しい！と思える時は表情
や技術など成長し、伸びる時だと思います。まずは私
たちと一緒に楽しむ事から始めませんか？
保育士資格を持つコーチがおりますので、未就学児

のお子様でも楽しく滑れるようお手伝いいたします。

スケート歴2年。い
つも笑顔いっぱいでチ
ャレンジ精神が抜群。
転ぶ事も恐れず、スピ
ンやジャンプに挑戦し
ています。

小学６年生 宮地 伶

札幌ブルーローズF.S.C.

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費
連絡先

札幌市内及び札幌近郊のスケートリンク
滑りたい日、滑りたい時間いつでも！
基本的に活動内容は冬と変わりません
体験レッスンの際にご説明させていただきます

http://bluerose-skate.com/
札幌ブルーローズFSCのHPよりお問い合わせください

市内でも歴史があり、現在までに全日本Jr選手権等の出場者を輩出
しています。幼児〜高校生まで在籍しています。男女問わず、初心
者歓迎です。コーチは国体、全日本選手権ペア出場の経歴を持ちま
す。指導は、楽しく厳しく、観衆を魅了するすてきなスケーターに
なると共に、人間性も豊かに育みたい！がモットーです。「男子多
数在籍・男子大歓迎！」

月寒FSCはフィ
ギュアスケートでは
珍しく男の子が多い
チームです。もちろ
ん女の子もいます
し、男女問わず仲が
良く、先生は時に厳
しく、面白くて優し
い、雰囲気が良い
チームです。スポー
ツも芸術要素も兼ね
備えたフィギュアス
ケート☆ぜひ一緒に
楽しみましょう！

緑丘５年 武内 琥珀

月寒フィギュアスケートクラブ

活動場所
活動時期
夏の活動
活動費

連絡先

月寒体育館、美香保体育館
通年／火〜日
氷上練習と陸上練習
ビジター料金／1時間2,000円〜
（級別・要相談）
代表者名 曽我清子

Tel  090-8279-4939
Mail  ki_ko.ice@dance.ocn.ne.jp


