
＜マスターズチーム 実態調査アンケート一覧表＞20018.7

番号 ブロック チーム名 所在地 代表者名 連絡者名 設立年 登録種類 男女 人員 うち常連 年代構成 単一or連合 出身母体 ホームグラウンド名 練習場所 練習頻度 試合参加状況 他との交流 地域大会

1 関西 Gold Stikers&関西マスターズ 大阪府 下村尚 山田亮煕 2007年 マスターズ 男 31人～ 31人～ 60代中心 連合 なし 近郊G 月2回 公式戦、地域大会、練習会 たまにある 西日本6人制、JGMA

2 関西 Gold Stikers56 大阪府 吉田隆明 吉田隆明 2006年 一般 男 11～20人 ０～10人 広く分散 連合 なし グリーンランドみずほ 月2回 社会人リーグ、各地域の6人制大会 たまにある 篠山カップ、瑞穂大会

3 関西 Gold Stikers48 大阪府 加藤将史 加藤将史 2006年 マスターズ 男 0～10人 0～10人 50代中心 連合 なし 年に数回 公式戦中心 たまにある なし

4 関西 夕陽丘倶楽部 大阪府 吉成博行 吉成博行 2010年 マスターズ 男 0～10人 0～10人 60～70 単一 夕陽丘高校 グリーンランドみずほ、高校 年に数回 公式戦と地域大会 常にある 大阪府6人制、関西6人制

5 関西 BWS48 大阪府 森本克之 森本克之 2012年 マスターズ 男 0～10人 0～10人 50代中心 連合 阪大、北大、京大 年に数回 公式戦中心 ほとんどない

6 関西 ROOTS 大阪府 寺井裕子 寺井裕子 2008年 マスターズ 女 11～20人 ０～10人 40代中心 単一 羽衣学園 年に数回 公式戦と地域大会 たまにある なし

7 関西 京丹波マスターズ 京都府 山内秀文 山内秀文 2017年 マスターズ 男 0～10人 ０～10人 40代中心 単一 須知高校 グリーンランドみずほ 年に数回 公式戦中心 ほとんどない 府民総合体育大会H

8 関西 立命館マスターズ 京都府 宮野正喜 千葉英男 1951年 マスターズ 男 31人～ 11～20人 広く分散 連合 立命館高校、大学 立命館ホリーズスタジアム 月1回 公式戦と地域大会 たまにある 府民総体など

9 関西 立命館マスターズ 京都府 田井康子 田井康子 2017年 マスターズ 女 0～10人 ０～10人 40代中心 単一 立命館 立命館ホリーズスタジアム 月1回 公式戦中心 たまにある
小学生を対象にしたホッケースクールや体験

会など

10 関西 天理マスターズ 和歌山県 松尾英雄 松尾英雄 マスターズ 男 0～10人 0～10人 60代中心 単一 天理大学 各学校 年に数回 公式戦中心 ほとんどない なし

11 関西 甲南マスターズ 兵庫県 斎好男 斎好男 2014年 マスターズ 男 11～20人 ０～10人 50代中心 連合 甲南大学 甲南大学六甲アイランド 年に数回 公式戦と地域大会 たまにある なし

12 関西 六甲ウォータース1993 兵庫県 尾崎啓 尾崎啓 2014年 マスターズ 男 0～10人 0～10人 40代中心 単一 神戸大学 神戸大学六甲台グラウンド 年に数回 公式戦中心 たまにある 兵庫県、神戸市主催大会

13 関西 伊吹マスターズ 滋賀県 要石正宏 要石正宏 2009年 マスターズ 男 21～30人 21～30人 40代中心 単一 滋賀クラブ、伊吹クラブ 伊吹運動場 週1回 公式戦中心 たまにある 伊吹開催の各大会

14 関西 伊吹レディース 滋賀県 西脇栄子 西脇栄子 2015年 マスターズ 女 21～30人 21～30人 40代中心 単一 伊吹高校 伊吹運動場 週1回 練習中心 たまにある

15 関東 Tokyo United 東京都 高田良太 高田良太 1999年 一般 男 11～20人 ０～10人 50代中心 連合 櫻杖会、YC&AC 年に数回 公式戦と地域大会 常にある なし

16 関東 一橋クラブマスターズ 東京都 石川伸男 小川仁志 2015年 マスターズ 男 31人～ 21～30人 50代中心 単一 一橋大学 一橋大学ホッケーグラウンド 年に数回 公式戦と地域大会 常にある S&L大会、東京HF

17 関東 WHITE　STICKS 東京都 増田龍司 市川明 2010年 一般 男 31人～ 11～20人 広く分散 連合 阪大、北大、京大 代々木公園G 年に数回 公式戦と地域大会 たまにある

18 関東 EL-ACEBO 東京都 飛田孝 高橋直 1998年 マスターズ 男 0～10人 ０～10人 60代中心 連合 学習院大学 年に数回 公式戦と地域大会 ほとんどない

19 関東 FHMC東京 東京都 飛田孝 増田久則 1971年 一般 男 31人～ 11～20人 50代中心 単一 学習院大学 月1回 公式戦中心 たまにある 群馬県、茨城県6人制大会

20 関東 三田クラブマスターズ 東京都 関谷淳一 重田定太郎 2010年 マスターズ 男 31人～ 21～30人 60代中心 連合 慶應義塾大学 慶應義塾ホッケー場 週1回 公式戦と地域大会 ほとんどない S&L大会

21 関東 FHC-HANNO 埼玉県 筑井利江 筑井利江 マスターズ 女 10人 ０～10人 40代中心 連合 FHC-HANNO 阿須ホッケー場 年に数回 公式戦と地域大会 ほとんどない

22 関東 千葉DPO 千葉県 桑門亮明 高橋康夫 2005年 マスターズ 男 21～30人 11～20人 40代中心 単一 大原高校、クラブ いすみ市大原総合G 月1回 公式戦と地域大会 たまにある 千葉県、いすみ市協会主催大会

23 関東 千葉サスケ 千葉県 三浦進 江澤富広 2013年 マスターズ 男 ０～10人 ０～10人 50代中心 単一 大原高校 いすみ市大原総合G 週1回 公式戦と地域大会 ほとんどない

24 関東 横浜HCシーガルズ 神奈川県 眞野宏 眞野宏 2018年 マスターズ 男 ０～10人 ０～10人 50代中心 連合 横浜市立大学 年に数回 公式戦と地域大会 たまにある

25 関東 栃木　NEX 栃木県 安達紀和 安達紀和 2010年 一般 男 21～30人 21～30人 広く分散 単一 今市高校 日光市営グラウンド 週1回 公式戦中心 たまにある 関東リーグ、県内大会

26 関東 KTBK 1 栃木県 斎藤恵子 斎藤恵子 2017年 マスターズ 女 11～20人 11～20人 40代中心 単一 東海女子大学 年に数回 公式戦中心 ほとんどない なし

27 関東 チームまんじゅう 山梨県 手塚英男 手塚英男 2006年 マスターズ 男 11～20人 ０～10人 40代中心 単一 白根クラブ 白根高校第2G スパーク白根 週1回 練習中心 常にある ホンダ峡西カップ、東日本大会

28 中国 晴れの国黄昏マン 岡山県 東原宏明 東原宏明 1997年 マスターズ 男 0～10人 ０～10人 60代中心 単一 瀬戸高 月1，2回 公式戦と地域大会 たまにある 岡山県6人制

29 中国 O・P・C 岡山県 佐倉信吾 佐倉信吾 2013年 一般 男 11～20人 11～20人 40代中心 単一 岡山クラブ 熊山運動公園 年に数回 練習中心 ほとんどない 岡山県6人制ホッケー大会

30 中国 広島KOYU　CLUB 広島県 上杉和敬 上杉和敬 2016年 マスターズ 男 11～20人 ０～10人 50代中心 単一 山陽高校、天理高校
コカ・コーラウエスト レッドス

パークスホッケースタジアム
週1回 公式戦と地域大会 たまにある 各種あり（別紙）

31 中国 広島レッドリーブス 広島県 菅雅則 宮本隆三 2011年 マスターズ 男 11～20人 ０～10人 60代中心 単一 山陽、法政、早稲田
コカ・コーラウエスト レッドス

パークスホッケースタジアム
週1回 3大公式戦、香川FM、山夕戦 たまにある 岩国市長・清木杯等

32 中国 新本ホッケークラブ 広島県 田川篤史 田川篤史 2013年 マスターズ 男 11～20人 11～20人 40代中心 単一 山陽高校 高校、広域公園 年に数回 公式戦と地域大会 ほとんどない

33 中国 しまねマスターズ 島根県 小桜和裕 原伸二 2014年 マスターズ 男 21～30人 11～20人 40代中心 単一 横田高校
奥出雲町三成公園ホッケー

場
月1回 公式戦と地域大会 ほとんどない

34 中国 KOTOBUKI 山口県 藤井明子 藤井明子 1995年 マスターズ 女 0～10人 ０～10人 40代中心 連合 東海女子大学 年に数回 公式戦中心 ほとんどない なし

35 北陸 石川クラブマスターズ 石川県 倉脇寛支 倉脇寛支 マスターズ 男 ０～10人 ０～10人 40代中心 単一 富木高校 富木県民H球戯場 年に数回 練習中心 ほとんどない 県協会主催の夜間リーグやHF

36 北陸 小矢部FOX 富山県 石田清信 西永哲成 2009年 マスターズ 男 31人～ 21～30人 広く分散 連合 石動高校 小矢部ホッケー場 同 週1回 練習中心 ほとんどない 富山県春・秋季大会、市対抗戦

37 北陸 ガッツ石動 富山県 武部直美 武部直美 マスターズ 女 40代中心 小矢部ホッケー場 公式戦と地域大会 ほとんどない 富山県春・秋季大会、市対抗戦

38 北陸 おやべヴィクトリー 富山県 前田恵 前田恵 マスターズ 女 小矢部ホッケー場 週1回 公式戦と地域大会 ほとんどない 富山県春・秋季大会、市対抗戦

39 中部 チームZenjiro～♡ 岐阜県 井上三千代 加藤あずさ 2015年 マスターズ 女 20人 10人 40代中心 連合 岐阜女子商 川重ホッケースタジアム 週1回 練習中心 たまにある 岐阜県HF

40 中部 W.CRAZY 岐阜県 蔦木勝 蔦木勝 2017年 マスターズ 男 11～20人 11～20人 50代中心 単一 岐阜西高校 川重ホッケースタジアム 月1回 練習中心 たまにある

41 中部 五代の和　Nagoya 愛知県 伊藤智之 神尾豊彦 2013年 マスターズ 男 0～10人 6～7名 70代 単一 高校、大学OB 庄内緑地競技場 月2回 練習中心 ほとんどない なし

42 東北 マスターズ山形 山形県 情野利博 朝倉紀英 2014年 マスターズ 男 11～20人 11～20人 40代中心 単一 山形クラブ 川西町、米沢商G 月1回 練習中心 ほとんどない

43 九州 樋脇ホッケーOB倶楽部 鹿児島県 中囿正三 貴島康徳 2007年 マスターズ 男 0～10人 0～10人 60代中心 単一 樋脇高校 ー 年に数回 公式戦と地域大会 ほとんどない 県春・秋季ホッケー合同大会


