
２０２１年度 京都府ラグビースクール開校一覧表 

 

 

（亀岡ラグビースクール） 

対  象   幼児（年長）～中学生 

練習日時   基本 毎週日曜日・午前９時から１１時 

練習場所   亀岡運動公園競技場、月読橋第３球技場 ほか 

申し込み   石田克明 090-8887-4469    

年会費        １４，０００円（内４，０００円は育てる会費） 

開校日    ４月１１日（日） 

 

 

（京都ラグビースクール） 

対  象   幼児（３歳）～中学生（男女共学） 

練習日時   前期 ４月１１日～７月１１日 

       後期 ９月 ５日～１２月１２日 

毎週日曜日 9時 30分から 11時 30分 

練習場所   下鴨中学校グランド 

申し込み   東村一弘 090-8750-0657       受付 随時 

年会費    １２，０００円（入会金含む）  保護者会費 （３，０００円） 

開校日    ４月１１日（日） ９時１５分（体験会随時受付中） 

 

 

（京都北ラグビースクール） 

対  象   幼児～中学生 

練習日時   毎週日曜日・午前 9 時から 

練習場所   京都精華大学グランド 

申し込み   今井陽一 090-5136-9575 

年会費    １０，０００円（初回入会金 １，０００円） 

        保護者会費 １，０００円 

開校日    ４月 3日（土） 

 

 

 

 

 

 



（京都西ラグビースクール） 

対  象   幼児～小学生 

練習日時   毎週日曜日 土曜日は自主トレーニング 

練習場所   広沢ギンギランド（京都西ＲＳ専用グランド） 

申し込み    高木史朗 075-881-6948 090-1675-1262 

年会費    小学生 １６，０００円 幼児 ８，０００円（入会金無し） 

       開校日    ４月４日（日） 

 

 

（城陽ラグビースクール） 

対  象   幼児・小学生・中学生 

練習日時   毎週土曜日・午前 9時 30分から 11時 30分 

練習場所   城陽市鴻ノ巣山運動公園グランド 

申し込み   石田 勝一    0774-52-3056 

年会費    １０，０００円（入会金無し） 

開校日    ４月１０日（土）（９時３０分） 

 

 

（南京都ラグビースクール） 

対  象   幼児（4歳）～小学６年生 

練習日時   前期 ３月２１日～６月２７日 

       後期 ９月 ５日～１２月１２日 

毎週日曜日 

練習場所   ユニチカ宇治グランド 

申し込み   辻井 幸三   0774-32-9872 

年会費    １２，０００円（入会金無し） 

開校日    ３月２１日（日）（９時） 

 

 

（山科ラグビースクール） 

対  象   幼児～小学６年生 

練習日時   第１土曜日・第２・３・４・日曜日 

       午前９時から１１時 

練習場所   西野小学校グランド・福田金属グランド 

申し込み   妹尾 悟朗 090-2193-7104 

年会費    １０，０００円（入会金無し） 

開校日    ４月３日（土） 

 



（山城ラグビースクール） 

対  象   幼児(年中児)～小学６年生 

練習日時   毎週土曜日 午前 9時 30分から正午 

練習場所   木津川台公園 G、城址公園 G、市内小学校 G 

申し込み   田畑勝久 090-9612-5938 

年会費（入会費）１２，０００円 

開校日    ４月１０日（土） 

 

 

（洛西ラグビースクール） 

対  象   幼児（年中）～小学生６年生 

練習日時   毎週日曜日の午前中 

練習場所   西京区内小学校・中学校・大学 他 

申し込み   末吉 稔  075-931-5029 

年会費    １５，０００円 （内 保護者会費２，０００円） 

開校日    ４月１１日（日） 

 

 

（京都プログレ R・F・C） 

対  象   幼児～小学生６年生 

練習日時   毎週日曜日 ９：３０～１１：３０ 

練習場所   上京中学校グランド他 

申し込み   平田健一郎 090-3160-2852 

年会費    １２，０００円 幼児 ６，０００円 

開校日    ４月４日（日） 新入会員は練習会で随時受け付け 

 

 

（アウル洛南ジュニアラグビーフットボールクラブ） 

対  象   小学 1年生～小学６年生 

練習日時   毎週土曜日及び日曜日  

練習場所   鉾立公園 

申し込み   奥田 正樹 090-8827-5513 

年会費（入会費）月 ２，０００円(入会金無）  

開校日    ４月３日（土） 

 

 

 

 



（ＫＩＷＩ‘Ｓ） 

対  象   小学１年生～小学 6年生 

練習日時   水曜日（18:30～20:00）・土曜日（18:00～19:30） 

              ＊水曜日は 3年生以上 

練習場所   藤森中学学校 

申し込み   大島 健志 

 kyoto.kiwis@gmail.com 

年会費       1,000円～（入会金無し）※会費は学年により異なる。 

開校日    ４月１０日（土） 

 

 

（J・福知山ラグビースクール） 

対  象   幼児から中学生 男女不問 

練習日時   日曜日 午後 1時から３時 

       水曜日 午後 6時半から 8時 

練習場所   日曜日 福知山市北部多目的グランド 

       水曜日 福知山市民体育館 

申し込み   外賀誠 090-4561-4938      

年会費    １０，０００円 （入会金無し） 

開校日    ４月１日（木）  

 

 

（同志社ジュニアラグビーフットボールクラブ） 

対  象   同志社小学校児童 

練習日時   毎週日曜日 （例外有り） 

練習場所   岩倉キャンパス 他 

申し込み   西村 秀一  090-1076-6214 

年会費    １２，０００円 

開校日    ４月１１日（日） 

 

（伏見ラグビーフットボールクラブ・ミニ） 

対  象   ３歳～１２歳 

練習日時   水曜日（18時から 20時）・土曜日（14時から 16時） 

日曜日（9時から 12時） 

練習場所   むかちゅうセンター・小栗栖宮山小学校グランド 京都工学院高等学校 

申し込み   坪井 一剛  075-323-1762 

年会費    ２４，０００円 （入会金 ３，０００円） 

開校日    ４月１１日（日） 



（八幡ラグビースクール） 

対  象   幼児２歳～中学生 

練習日時   毎週日曜日        

練習場所   八幡小学校グランド           

申し込み   木下 弘幸  080-6121-4264 

年会費    １０，０００円 （入会金無し） 

開校日    ４月４日（日） 

 

 

（京都アパッチ R.C.Jｒ） 

対  象   中学生（男子） 

練習日時   土曜日、日曜及び祝祭日（２～３時間程度） 

練習場所   吉祥院、西京極補助、宝ヶ池及び 

京都府下・京都市内の中学校・高等学校など 

申し込み   西田 稔 090-8538-1595 

年会費    １５，０００円 （入会金無し） 

開校日    ４月１日以降（体験・見学・登録随時） 

 

 

（京都オルカ R.F.C ） 

対  象   中学生 

練習日時   毎週木曜日（18時から 19時）、土日（基本は午後） 

練習場所   木曜 四条中学校 

土日 嵯峨野ギンギランド 

申し込み   福本 啓一  090-5675-1589 

年会費    １８，０００円 

開校日    ４月１日（木） 

 

 

（伏見ラグビーフットボールクラブ・ジュニア） 

対  象   中学生男子・女子 

練習日時    月・木・金・週末 

練習場所   石田仮設 G・小栗栖宮山小学校 G・京都工学院高等学校 G 

申し込み   坪井 一剛  075-323-1762 

年会費    （月会費）８，０００円・（入会金）１０，０００円 

開校日    ４月１日（木） 

 

 



（宝ヶ池ジュニアラグビーフットボールクラブ） 

対  象   中学生 

練習日時   水、土、日 

練習場所   北稜高等学校、府内の中学・高校など 

申し込み   坂田 政弥 

       090-5973-4467 

年会費    18,000円（入会金を含む） 

開校日    ４月３日 

 


