
チーム名 チーム所在地 主な活動場所 所属支部 カテゴリ チーム紹介

HIGHEST VBC 岸和田市 岸和田市立朝陽小学校 阪南支部 女子;混合 色々な事に挑戦をする事がモットーです！

V.B.C  SMILE 松原市 松原市立東小学校 阪南支部 混合 最後に笑顔で終わりたいチ－ム

ドリームファイターズ 阪南市 阪南市立下荘小学校 阪南支部 女子 初心者ばっかりのチームですが、みんなでワイワイと楽しくバレーボールをやっています。

河内長野キッズ 河内長野市 河内長野市市立天野小学校 阪南支部 女子 河内長野市で活動している小学生バレーボールチームです。

岸和田北バレーボールクラブ 岸和田市 岸和田市立　城北小学校 阪南支部 女子 バレーボールで仲間の意識が高まっています。

狭山デルフィーノＪｒ（女子） 大阪狭山市 大阪狭山市立南第三小学校 阪南支部 女子 素直・感謝・感動を基本理念に健全な児童の育成に努めてます。

狭山デルフィーノｊｒ男子 大阪狭山市 大阪狭山市 阪南支部 男子 「素直・感謝・感動」をチームの基本理念とし、上記目的の他、バレーボール人口の普及の為に活動しています。スポーツを通じて、素直な心で人と向き合い、親や友達や指導者に対していつも感謝の気持ちを忘れる事なく、周りの人々に感動を与えられる様な子供達になってほしいと願い、日々指導しています。

熊取ジュニア 泉南郡熊取町 熊取東小体育館 阪南支部 女子 いつも明るく元気に活動しております。

三国丘フレンズ 堺市堺区 堺市立三国丘小学校、堺市立榎小学校 阪南支部 混合 「楽しむ心は大きな力」をモットーに選手も保護者もスタッフも十人十色に輝くチームを目指します。

山直ジユニアVBC 岸和田市 山直北小学校 阪南支部 混合 礼儀正しく.挨拶の出来る子供。

若松台VBC 堺市南区 若松台小学校体育館 阪南支部 女子 『常に全力』で頑張ります。

松原ジュニア 松原市 松原第七中学校 阪南支部 女子 松原市又は近隣の市から幅広く部員募集しています。随時練習見学、体験会やってます。お気軽にお問い合わせください。

松原ドリームキッズ 松原市 天美小学校 阪南支部 女子 天美小学校を練習場にしている、子ども会主体のチーム

松原ドリームキッズ 松原市 松原市立天美小学校 阪南支部 女子 天美小学校子ども会が主体となったチームです

泉南 泉南市 泉南市立信達小学校 阪南支部 混合 笑顔が絶えない、思いやりのあるチームです。

泉南 泉南市 阪南支部 男子;女子;混合 　

太子キラリ 太子町 磯長小学校　山田小学校 阪南支部 混合 メンバーは少ないけど精一杯ガンバります!!

大阪狭山ジュニアバレーボールクラブ 大阪狭山市 大阪狭山市 阪南支部 女子 小人数で頑張ってます。

庭代御池バレーボールクラブ 堺市 御池台小学校 阪南支部 女子 週二回の練習ですが、頑張っています。

東百舌鳥ゴリラーズ 堺市中区 東百舌鳥小学校 阪南支部 男子 生きる力を付けることを目的に、明るく元気にさわやかに活動しています。

東百舌鳥子供バレーボール部 堺市中区 東百舌鳥小学校 阪南支部 女子 生きる力を付けることを目的に、明るく元気にさわやかに活動しています。

藤井寺JVC 藤井寺市 藤井寺中学校 阪南支部 混合 週2回の少ない練習時間ですが、バレーボールの練習を通して正しい礼儀を学び人間力の向上に、努めています。

岬バレーボールスポーツ少年団 岬町 岬町町民体育館 阪南支部 混合 元気に楽しくバレーボールをやってます。

和泉バレーボールクラブ 泉大津市 泉大津市内の小学校 阪南支部 混合 今年度から混合チームで頑張ります。

旭ジュニアベアーズ 大阪市旭区 大阪市旭区 大阪市支部 混合 笑顔で一生懸命をモットーに頑張ります。

吉野JVC 大阪市福島区 吉野小学校、大開小学校 大阪市支部 混合 元気いっぱいのチームです。

今川ジュニア 大阪市東住吉区 今川小学校 大阪市支部 混合 男女混合で、仲良く練習しています。週３回の練習で、楽しさを第一に練習に励んでいます。

新北野ジュニア 大阪市淀川区 大阪市立新北野中学校 大阪市支部 男子 経験の浅いチームですが、基本のサーブから頑張ります。

瑞光クラブ 大阪市東淀川区 大隅東小学校 大阪市支部 女子 創部２５年。週３回程度の活動です。

晴明丘ジュニアバレーボールクラブ 大阪市阿倍野区 大阪市立晴明丘小学校 大阪市支部 男子;女子;混合 伝統のあるチーム。監督の指導の下、最後まであきらめない粘り強さを選手それぞれが身につけています。

西淡路VBC 大阪市東淀川区 もと西淡路小学校 大阪市支部 混合 チームの応団幕をもっとうに、日々頑張って練習してます。

西天満ドルフィンズ 大阪市北区 大阪市立西天満小学校 大阪市支部 混合 普段は西天満小学校の講堂をお借りして活動しておりますが、西天満小学校の児童だけでなく、近くの他の小学校の児童も受け入れております。 バレーボールという競技を通じて、スポーツの楽しさ、他人と協力する大切さ、一人一人の自立心などを育んでいく一助になればと考えながら、活動しております。

川北マルコス 大阪市西淀川区 大阪市立川北小学校 大阪市支部 混合 元気があります。

泉尾東NEO 大阪市大正区 大阪市立泉尾東小学校 大阪市支部 女子 新5年生6人が中心のチームです。(新6年1人)

泉尾東ウィングス 大阪市大正区 泉尾東小学校 大阪市支部 男子 大正区で活動する男子チームです。

中央バレーボールクラブ 大阪市中央区 大阪市立中央小学校 大阪市支部 女子 まだまだ若いチームです。宜しくお願い致します。

田辺ジュニア 大阪市東住吉区 大阪市立田辺小学校 大阪市支部 女子 (月)(水)(金)(土)に練習しています。

東我孫子ジュニア 大阪市住吉区 東我孫子中学校 大阪市支部 混合 みんなで繋ぐ、全員バレーを目指して一所懸命に頑張る。

姫島JVBC 大阪市西淀川区 大阪市立姫島小学校 大阪市支部 混合 今年は1年～6年まで7名での活動になりますがみんな元気で楽しく練習してます。

豊崎東スマイルキッズ 大阪市北区 大阪市立豊崎東小学校 大阪市支部 混合 元気よく、楽しくをモットーに活動してます。

豊崎東スマイルキッズ 大阪市北区 大阪市立豊崎東小学校 大阪市支部 女子 3年生以上の子ども達が、明るく元気に活動しています。

鯰江東小学校ジュニアバレーボールクラブ 大阪市城東区 大阪市立鯰江東小学校 体育館 大阪市支部 混合 創部15周年を迎えました。若輩でありますが懸命に努力するチームに成長していきます。



ＫＳＣくずは 枚方市楠葉 枚方市楠葉小学校 中北河内支部 混合 明るく楽しくボールを繋いで声掛けあって人を繋いで

梶GUT'S 守口市 守口市立梶小学校 中北河内支部 混合 バレーボールのみならず、色々なレクレーションで親交を深めています。

梶GUT'S 守口市 守口市立梶小学校 中北河内支部 混合 バレーボールのみならず、色々なレクレーションで親交を深めています。

近畿キッズ 東大阪市 東大阪市八戸ノ里小学校 中北河内支部 女子 素人軍団ですが楽しく一生懸命がんばります

枚方桜丘クラブ 枚方市 枚方市立桜丘小学校 中北河内支部 女子 とても明るくとても元気に

枚方牧野シャインズ 枚方市 枚方市立平野小学校 中北河内支部 女子 一笑懸命にみんなで挑戦をモットーにボールと一緒に心も繋ぐチームが目標

門真フェローズ 門真市 門真市上野口小学校・門真市北巣本小学校 中北河内支部 男子;女子 宜しくお願いします

KAISERSジュニアバレーボールクラブ 茨木市・豊中市 茨木市立東奈良小学校、豊中市立豊島北小学校　他 北大阪支部 混合 ２０１９年度より、『茨木ジュニアバレーボールクラブ』→『KAISERSジュニアバレーボールクラブ』に名称が変わりました。

SPARK JVC 豊中市 豊中市立寺内小学校 北大阪支部 男子 チームスローガン『想いをつなげ！！』

さくらスポーツクラブ 高槻市 高槻市 北大阪支部 混合 今年度は6年生が不在ですが、頑張りたいと思います。

茨木郡VBC 茨木市 茨木市立郡小学校 北大阪支部 女子 茨木市を中心として活動しているチームです。よろしくお願いします。

玉櫛スポーツバレーボールクラブ 茨木市 茨木市立玉櫛小学校 北大阪支部 混合 バレーボールを通じて礼儀や社会性を学び、人と人との繋がりを大切にすることを基本として活動しています。

小曽根ジュニアバレーボールクラブ 豊中市 小曽根小学校 北大阪支部 女子 豊中市で活躍するバレーチームです。

庄内 豊中市 野田小学校 北大阪支部 女子 豊中市で活動している創部46年のチームです。

清水バレーボールクラブ 高槻市 高槻市立清水小学校 北大阪支部 混合 基本を大切に！清水のバレーは＂うまい・綺麗・強いな！＂と言われ、楽しむバレーを目指して！（心・技・体とバランスのとれた子供の育成と中学校につながるバレー）

西山田ふれあいバレーボールクラブ 吹田市 山田西 北大阪支部 女子;混合 １年生から６年生まで男子、女子で、土日祝祭日で頑張ってます

太田ジュニアバレーボールクラブ 茨木市 茨木市立太田小学校 北大阪支部 女子 小学2年?6年生までの近隣の小学生が集まり、それぞれの学年に応じた練習内容でバレーボールの技術向上を図っています。チーム内で合宿やハイキングなど、イベントも行って楽しく過ごしています。

池田ジュニアバレーボールクラブ 池田市 池田市立秦野小学校 北大阪支部 女子 楽しいバレーボールを目指しています。

中小ジュニアバレーボールクラブ 箕面市 北大阪支部 混合 箕面市を拠点として、“考える力” “思いやる心”を育てることをチームコンセプトに週2回活動しています。「真剣な楽しさ」を求めて、1年生から6年生まで一生懸命にバレーボールに取組んでいます！

東泉丘JrVBC 豊中市 東泉丘小学校 北大阪支部 男子;女子 結成15周年を迎え、男子と女子が共に仲良く練習に励んでいます。

豊中千成クラブ 豊中市 豊中市立千成小学校 北大阪支部 女子 笑顔でプレーをモットーにがんばります！

豊島ジュニアバレーボールクラブ 豊中市 豊島小学校 北大阪支部 女子 女子チーム

箕面ジュニアバレーボールクラブ 箕面市 箕面小学校、箕面西小学校 北大阪支部 混合 バレーボールを通じて子供たちの心技体の育成を図る

箕面西ＪＶＣ 箕面市 箕面市立西小学校・第一中学校 北大阪支部 女子 小さい子供たちですがやる気は満々で練習しています

野畑JVC 豊中市 野畑小学校 北大阪支部 混合 豊中で活動中です。


