
種　　目 少年団名 代表者名 連絡先 練習日等 チームPR

軟式野球 大穂リトルファイターズ 桜井　巧美
０９０－３４７８－２７６２（常時可）
HP：「大穂リトルファイターズ」で検索

土・日曜日
1～4年生　8:00～12:00　　　5～6年生　8:00～14:00
前野小グラウンド

野球の楽しさを知ってほしいから
体験は何度でも大歓迎！！

軟式野球 沼崎少年野球クラブ 都筑 三千夫 ０９０－８００８－４９８９
土・日曜日（8：30～12：30）
豊里多目的グラウンド　または旧上郷高校グランド

選手３０名（女子５名）と保護者で練習を行ってい
ます。一度見学へ来てみませんか！

軟式野球
谷田部
ジュニアスターズ

安藤　直樹
０８０－６７２１－８０２３　総務・木村
連絡受付時間１０：００～２０：００

3月～11月　　土　7:30～12:00 　　日　7:30～15:00
12月～2月　　土　8:30～13:00　　 日　8:30～15:00

見学・体験練習　随時受付中
お気軽にご連絡ください

軟式野球 小野川ブルーキッズ 斎須　幸夫
０９０－４８２７－９０６６
連絡時間　8:00～20:00

土曜日　（夏　8:00～12:00　　冬　12:00～16:00）
小野川小学校

１年生～６年生の部員募集
楽しんで野球をやろう。

軟式野球 松代ブルーサンダース 奥野　昌平 ０９０－４４１６－０２５９
土曜日（８：００～１２：００）　　日曜日（８：００～１５：００）
手代木南小学校

いつでも見学・体験できます。
一緒に野球を楽しもう！

軟式野球 桜学園ベースボールクラブ 高野　武 sakuragakuenbbc@gmail.com
土曜日（１２：４５～１７：００）九重小グラウンド
日曜日（８：４５～１６：００）栗原小グラウンド

集まれ！未就学児から小学６年生
楽しく野球をしよう！

軟式野球 吾妻少年野球クラブ 繋永　明良
０８０－４１７９－０５４７
azumabbc@gmail.com
https://www.facebook.com/96-533798056804726/

土曜日・日曜日　1～4年生 8:30-12:30　5～6年生 8:00-12:30
※12～2月は全学年9:00-12:30

仲の良さがなによりの強さのチームです。
学区を越えて体験に来てね！

軟式野球
桜南並木野球
スポーツ少年団

関谷　洋史
０９０－４７４５－５９２８
ohnan_namiki@yahoo.co.jp

土・日・祝日　8：00～12:15　桜南小及び並木小グラウンド
練習参加可能日の相談も可

初心者大歓迎！いつでも体験可能です。負担軽
減試行中。近隣からの受入れも可能です。

軟式野球 竹園ヴィクトリーズ 須藤　和寛
０８０－５４０９－８４９６
victories_t@yahoo.co.jp

日曜日（8：30～16:00）　　低学年は8:30～12:00
竹園西小学校グラウンド

未経験者、男の子、女の子、みんな大歓迎です。

軟式野球
葛城野球
スポーツ少年団

深澤　裕二
０９０－８７２５－０５４６
受付時間８：００～２１：００

土曜日（８：３０～１３：００）
日曜日（８：３０～１５：００）　　葛城小学校グランド

未経験者・男女問わず大歓迎！
一緒に野球を楽しもう！

硬式野球
軟式野球

一般社団法人
つくばベースボールクラブ

堀田　哲也
０８０－４１７７－０２９８
連絡受付時間　１７：００～２１：００

HPをご参照ください。
場所　専用グラウンド

小学生から中学生まで野球を楽しめるクラブです

サッカー 大穂東サッカークラブ 山本　里恵
０９０－９２９２－１７２８
ooho_east_sc@yahoo.co.jp

土曜日（１３：００～１５：００）　日曜日（９：００～１１：００）
大曽根小グラウンド　※土曜のみ雨天時は大曽根小体育館

年長～小６まで男女共に部員募集中！
初心者も大歓迎です。

サッカー 吉沼FCプリマーリオ 上野　俊光 ０９０－１１２８－４００６
土・日曜日　9:00～11:00　　旧上郷高校グランド
希望者はナイター練習有

クラブ主体の運営により、
保護者の負担はありません

サッカー 東光台SC 渡辺　昌宏
tokodaisc.yakuin@gmail.com
HP：http://tokodai-soccer-club.tea-nifty.com/

土曜日　１３：００～１７：００
東光台運動公園多目的広場

随時募集中！楽しいサッカーしましょう
詳しくはHPへ

サッカー
谷田部フットボールクラブ
（谷田部FC）

成島　聡 yatabefootballclub@gmail.com
土曜日　谷田部小学校グラウンド　(雨天時は小学校体育館）
年長・１年・２年／12:00-14:00　　3～6年／13:30-16:00

アットホームな楽しいチームです。初心者大歓迎！
仲間とサッカーの楽しさ、技術を共に学ぼう！
全学年メンバー大募集中。

サッカー つくばJr.FC 麻生　昭彦
tsukuba_jr_fc@yahoo.co.jp
(ブログ)https://tsukubajr2017.exblog.jp/

土・日曜日（9:00～12:00）　島名小学校グラウンド
（雨天時）島名小学校体育館

仲間と一緒にサッカーしよう！！
見学・体験随時受付中！

サッカー 二の宮FC 髙橋　潔
メール　ninomiyafc.tkb@gmail.com
https://sites.google.com/site/ninomiyafctkb/

土曜日（13:00～17:00）　　各学年1.5～2時間
二の宮小学校

筑波大蹴球部現役部員が親切丁寧に指導してく
れます。

サッカー 吾妻サッカークラブ 松下　正幸
・０９０－５５２７－１３３４
・azuma.sc.club@gmail.com

毎週土曜日　　吾妻小学校グラウンド
１～４年生（13:00～15:00）、５・６年生（15:00～17:00）
（日曜午後は不定期）

みんなで楽しく成長するサッカークラブです。
いつでも、体験受付中。

サッカー 並木フットボールクラブ 増井　利彦
０９０－８３１６－７２７８
連絡受付時間9:00-21:00

土曜日（８：３０～１０：３０）（隔週）
日曜日（９：３０～１１：３０）

君の一緒にサッカー“も”できるかっこいい子供に
なろう！！

サッカー 竹園西FC 小林　永一
０９０－４８４０－３１０５
kobysiet@yahoo.co.jp

低学年　13:00～15:00
高学年　15:00～17:00

楽しくレベルアップを目指してます。
未経験者、大歓迎！！

サッカー 桜FC 阿部　信夫 sakurafctkb@gmail.com
5・6年生　土曜　13時～16時　　日曜　9時～12時　栄小学校
1年～4年生　土日　9時～12時　九重小学校

筑波大蹴球部の現役選手の指導あり！
初心者、女の子も大歓迎！

サッカー FC北条 堀田　正俊 ０９０－２３２５－８２８５
日曜(9:00-11:00、小1～3年)　 (13:00-15:00、小4～6年)
第2・4土曜(9:00-11:00、小3～4年)　(13:00-15:00、小5～6年)
旧北条小グラウンド

ホームページで練習日公開中。
いつでも体験できます！

サッカー
高崎サッカー
スポーツ少年団

稲見　辰雄
０９０－７２０５－０６９６
鶴見（１７：００～２１：００）

土・日・祝日（1～3年　9:00～13:00　　4～6年　9:00～12:00）
茎崎第一小学校、高崎サッカー場

サッカーやりたい男女募集。
楽しい仲間が待ってるよ。

サッカー
MAENO D2C
サッカースポーツ少年団

針生　義勝 ０９０－４５２８－８６５０ 土・日曜日（１４：００～１６：３０）　　前野小グランド 技術の習得を目指した楽しいサッカーをします

サッカー FC大穂パルセンテ 相原　徳三
０９０－２６２９－１４７０（相原）
０９０－４４２５－７９５４（上原）

土曜日　９：３０～１２：００　日曜日　１３：３０～１６：００
大曽根小学校グラウンド　　　＊雨天時は体育館

仲間と一緒にサッカーを楽しもう！

サッカー つくばFC 石川　慎之助
０２９－８９６－３５５３
連絡受付時間　10:00～23:00

つくばFC万博グラウンド　　筑波学院大学
スポーツシューレつくば　　 セキショウ・チャレンジ・スタジアム

未就学児から社会人まで自分に合ったクラスで
サッカーを楽しむことができます。

サッカー REGISTA　TSUKUBA 市村　佳男
ichimura@fcregista.com
090-1031-1315

木曜(18時-20時)　4,5,6年　吉沼体育館
金曜(18地-20時)　4,5,6年　セキショウスタジアム
土曜(9時-11時)芝練習場　　日曜(9時-11時)芝練習場

サッカーは一人ではなく仲間と一緒にプレーしま
す。すてきな『仲間』つくりませんか！？

バレーボール つくばベアーズ 佐藤　和人
０９０－８８５８－１２７７
（監督佐藤）s-sonics34@docomo.ne.jp

木曜日　１８：００～２０：００　土曜日　９：００～１３：００
日曜日　９：００～１６：００　松代小学校体育館

試合多数出場。アットホームなチーム。

バレーボール 並木ジュニア 加藤　望道子 namiki.jr.2020@gmail.com
金曜　pm５：００～７：００　土曜　am１０：２０～１２：５０
並木小学校体育館

バレーボールを楽しみ、仲間と協力し、
元気いっぱい、爽やかなチームです。

バレーボール
Sun GAIA Jr.
（サンガイア ジュニア）

都澤　みどり
029-879-7345（電話受付10:00-18:00）
vb-club@tuvb.jp    HP：http://www.tuvb.jp

金曜　17:30-19:30　竹園東小　　　　土曜　17:00-19:30　松代小
日曜　16:00-18:30　松代小　　※月・火曜も別クラスで練習可

Vリーグ２部Sun GAIAの指導するクラブです。男の
子も女の子も一緒にバレーを楽しみましょう！

バレーボール 小田ファイターズ 田上　和久
０９０－２７３９－８２３８
連絡受付時間　8:00～20:00

水・木曜日（18:30～20:30）　秀峰筑波義務教育学校体育館
土曜日（9:00～16:00）　　　　旧筑波東中学校体育館

「笑顔」と「自立」
令和のバレーボールで一致団結！

バレーボール 筑波クラブ 坂田　敦男
０９０－１４２７－０１４１
連絡受付時間９：００～２０：００

月・火・木（１８：３０～２１：００）　　秀峰筑波サブアリーナ
日（８：００～１７：００）　旧筑波東中体育館

男女混合なのでみんな仲良し
アットホームなチームです。

バレーボール
森の小人＆森の妖精
フォレスターズJVC

齋藤　博昭
（昼）080-3973-9820　（夜）080-1294-1835
forests6767@gmail.com

木曜日（１７：００～２０：００）　　　上郷小体育館
土・日曜日（９：００～１７：００）　  吉沼小体育館

全日本選手の小学生時代のチームと数多く交流
のある指導者がいます。男女募集中！

バレーボール VC二千翔（ニチカ） 赤木　貴雅
080-3524-0735
vc2000fly@gmail.com

木（18:00～20:00）　　金（18:00～20:30）　　土（17:00～19:30)
会場：前野小学校体育館　　※土日は練習試合や大会等に参加

クラブ主体の運営により、保護者の負担軽減。
元気な小学生女子チームです！体験随時OK！

バドミントン ハルトノクラブ 黒澤　紀久
ホームページ「お問い合わせ」のメールアドレス
までお願いします

土　17:00～20:00　　　　 日　8:45～12:00
平日　19:00～21:00　　　市内体育館・小学校体育館

全国大会を目指し　各レベルに合わせた練習をし
ています。

新 体 操 フェアリー新体操クラブ 西村　薫 ０９０－１５４２－５３６７
水曜日（18:00～20:00）　桜南小学校体育館
金曜日（18:00～20:00）　桜総合体育館
土曜日（15:30～17:30）　桜南小学校体育館

フェアリー新体操クラブで検索してください。

陸　　上 茎崎陸上 前田 kukizaki.rikujyo@gmail.com
土曜日（９：００～１１：００）
茎崎運動公園　緑地広場

運動が苦手でも楽しくやっています。
初心者親子も歓迎

　　つくば市スポーツ少年団団員募集チーム

つくば市スポーツ少年団では､団員を募集しています。体験してみたい等､興味のある方は､直接下記単位団にお問い合わせください。

つくば市スポーツ協会事務局　 〒３０５－８５５５　つくば市研究学園一丁目1番地１
つくば市役所内　TEL　０２９－８５４－８５１１
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　　つくば市スポーツ少年団団員募集チーム

つくば市スポーツ少年団では､団員を募集しています。体験してみたい等､興味のある方は､直接下記単位団にお問い合わせください。

つくば市スポーツ協会事務局　 〒３０５－８５５５　つくば市研究学園一丁目1番地１
つくば市役所内　TEL　０２９－８５４－８５１１

剣　　道
大穂剣心会
スポーツ少年団

片岡　秀典
０９０－１６６８－１０３３
連絡受付時間　何時でも可

月･水曜日　１９：３０～２１：００　大穂中学校武道館
土曜日　　　１７：３０～２０：００　大曽根小学校体育館

幼児～中学生随時募集で体験制度有あり。
礼儀尊び基本重点

剣　　道 豊里剣友会 鈴木　保夫
０８０－９５７７－１８５５
受付時間　8:00～20:00

火曜日　１９：００～２１：００　　豊里柔剣道場
木曜日　１９：００～２１：００　　豊里中豊武館
土曜日　９：００～１１：００　　　豊里柔剣道場

剣道を通じ健康で礼儀正しい子供達の育成を目
指して指導しております。

剣　　道 谷田部少年剣友会 飯泉　省三
０９０－７２５１－３７６０
（留守電の場合あり）

水曜日（１９：００～２０：３０）　　土曜日（１５：００～１７：００）
谷田部総合体育館剣道場

楽しく仲よく稽古して、
強いからだと心を作りましょう。

剣　　道 松代剣志会 三増　俊広 ０９０－３２３９－２８２１（吉野）
日曜日（8：30～10：00）　　手代木南小
水曜日（19：00～20：30）　手代木中格技室

筑波大学の先生とお稽古！
基本と礼節重視で週１でもOK

剣　　道
栄剣道
スポーツ少年団

永田　文子
０２９－８５７－２０２２
受付連絡時間　8:00～20:00

火曜　１９：００～２０：３０　桜中学校
木曜　１８：００～２０：００　栄小学校
土曜　８：３０～１０：３０　　栄小学校

幼児～大人で稽古。貸与防具有。
見学体験随時歓迎。

剣　　道 九重剣道 塚本　哲也
０９０－４０８１－１１０６
(メールでの問合せ)　9e.kendo@gmail.com

木曜日（１８：５０～２０：００）　土曜日（９：００～１１：３０）
九重小学校体育館

剣道を通して子供の心も身体も強くなる！
見学・体験大歓迎！

剣　　道
自燈剣道
スポーツ少年団

大内　徳人 https://www.jitoukendo.com
月・木（18:30～19:30）　　土曜（16:30～18:30）
並木中格技場

初心者大歓迎。皆で剣道をしましょう。

剣　　道
学園剣道
スポーツ少年団

岸本　哲
yak-gakuenkendo@googlegroups.com
HP：「学園剣道」で検索

水（１９：００～２０：００）　金(１８：３０～１９：３０)　土(９：００～１１：３０)
桜中学校、竹園西小体育館、つくば警察道場

礼儀、思いやりの心を育てます。
随時体験OK　　竹刀・防具貸出あり

剣　　道
吾妻剣道
スポーツ少年団

金田　重保 ﾒｰﾙ　azuma.kendo.tsukuba@gmail.com
水･金曜日　１８：３０～２０：００　第１・３土曜日　８：００～９：３０
第２・４土曜日　９：３０～１１：３０　　　吾妻小学校体育館

新入団員募集！！　※貸防具あり
一緒に剣道をやりましょう！！

剣　　道 至誠会 糸賀　睦夫
事務局（天内）
０９０－７２４７－６４７４

火・木曜日（18:30～20:00）　桜総合体育館柔剣道場
　 　日曜日（5:30～7:00）　 　桜中学校体育館

優しい先生、楽しい仲間と一緒に
心と体をきたえましょう！

剣　　道 つくば少年剣友会
駒館　義夫
青木　仁

０２９－８６７－０７６１(駒館）
０９０－３２４４－１２２３（青木）

火・木・土（19:00～21:00）
筑波総合体育館柔剣道場

楽しく、元気に
　心と体を鍛えましょう！

剣　　道
茎崎剣道
スポーツ少年団

木下　真由
０９０－１３６０－０４９４
〈受付〉8：00～18：00

木曜日　（１８：３０～２０：００）
日曜日　（１７：００～１８：３０）　高崎中学校武道場

いつでも見学OKです。
お気軽にお問いあわせください。

ミニバス
ケットボール

沼崎男子ミニバスケット
ボールスポーツ少年団

長谷川　大気 ０９０－９１４４－１６８９
火・木（１７：００～１９：３０）　　土（１３：３０～１６：３０）
沼崎小学校体育館

団員募集中です。
みんなで楽しく活動しましょう。

ミニバス
ケットボール

今鹿島
ミニバスケットボール
スポーツ少年団

柳澤　旭 ０９０－２６２１－３６３３
火・水・金曜日（18：00～20：00）
土曜日（13：00～16：00）　　　　今鹿島小学校体育館

一緒にバスケットやりましょう！
体験お待ちしています！！

ミニバス
ケットボール

つくば東ミニバスケット
ボールスポーツ少年団

榎本　哲也
090-7839-8563(連絡受付時間17:00-21:00)
higashi_minibasket_boys@yahoo.co.jp

火曜日 １７：００～１８：３０　水・木曜日１７：００～１９：００
土曜日　９：００～１２：００　　東小学校体育館
週末・祝祭日に試合の場合あり

団員募集中！
チームHP、フェイスブックを見てね！！

ミニバス
ケットボール

作岡WINGS
ミニバスケットボール
スポーツ少年団

高橋　則夫 ０９０－６５４０－９５６２
火・水・金曜日（18:00～20:00）　　土・日曜日（9:00～13:00）
旧田水山小学校体育館

楽しく、明るい、元気いっぱいのチームです。

ミニバス
ケットボール

並木シルバーフォックス 清水　典子 ０８０－６５１４－６０８０
月 17:00～18:00　　　火 17：00～19：00
木 17:00～18:30　　　土 8：00～10：00

週1回から参加OK！
楽しくバスケをしましょう。

ミニバス
ケットボール

沼崎ミニバスケットボール
スポーツ少年団（女子）

佐々木　薫 ０９０－５７８８－６８６６
月・水・金（１７：００～１９：３０）　土・日（９：００～１２：００）
沼崎小学校体育館

学年をこえた交流を通して心技体のバランスが整
います。バスケ大好きになります！

ミニバス
ケットボール

桜スマイルスターズ 野村　光良
０９０－４９１５－５３７１
連絡受付時間　9:00～21:00

月・水曜日（１８：００～２０：００）　土・日曜日（９：００～１２：３０）
九重小体育館　　　※土・日曜日だけの参加もOKです。

男女団員募集中！！
くわしくは、チームHPをご覧ください。

ミニバス
ケットボール

上郷ミニバスケットボール
スポーツ少年団

飯島　章
０９０－８７７８－４８００
8:00～21:00

火・水・金・土・日　　　上郷小体育館
平日　18:30～20:30　　　　土・日　9:00～12:00

バスケで体力UP！
体験随時受付中！

ミニバス
ケットボール

豊里スプリングス 山田　裕一 ０９０－４３７０－０５８４
上郷小学校体育館　火曜(18:00-20:00)　日曜(13:00-16:00)
今鹿島小学校　　　  木曜(18:00-20:00)　土曜(9:00-12:00)

あきらめない気持ちで、心を一つに
笑顔で頑張っています！

ミニバス
ケットボール

みどりの
　ラッキークローバー

石田　博人
０８０－６７８０－７７１７
※出られない場合は留守番電話へ

月（17:30～20:00）谷田部南小　　火（17:30～19:45）小野川小
金（17:30～19:30）谷田部南小　　日（9:00～13:00）小野川小

ラッキークローバーのブログを
覗いてみて下さいね！

ミニバス
ケットボール

春日Green Devils 鈴木　武士 kasugagd@gmail.com
月・木・土・日（１７：００～２０：００）
春日学園体育館

楽しくバスケをしましょう！
体験・見学随時受付中。

ミニバス
ケットボール

茎崎ミニバスケット
ボールクラブ（男・女）

宮崎　ゆりか E-mail：kukizaki_01@yahoo.co.jp
第１，３，５土曜：8:00-15:00　　第２，４土曜：8:00-13:00
日曜：12:30-17:00　火曜：19:00-21:00　木曜：20:00-21:00
茎崎第一小体育館（随時体験受付中）

茎バスで一緒にバスケに挑戦しませんか？
体験きてね！

ハンドボール
筑波学園
ハンドボールクラブ

三谷　宣仁 tsukuba.gakuen.hc@gmail.com
土曜日（１３：００～１６：３０）
松代小学校グラウンドまたは柳橋小体育館

速く走り高く跳び力強く投げる！
一緒に練習しよう！

ハンドボール 豊里ＨＣ 堀田　慶
０８０－４３２６－９１８４
toyosato.hc@gmail.com

（火）　１８：００　取手グリーンスポーツセンター体育館
（木）　１８：００　豊里中学校体育館
（土）　豊里体育館　他

2019年全国大会出場。
今年も全国目指して頑張っています。

ハンドボール
筑波大学
Jr.ハンドボール教室

大西　武三
onishi.takezo.fp@u.tsukuba.ac.jp
募集は男子1,2年、女子1～4年
HP：「筑波大学Jrハンドボール教室」で検索

毎週　土曜日（14:00～16:00）
筑波大学ハンドボールコート

プレイを楽しみ、体力、スポーツの基本が自然と
身につく

空 手 道 つくば市豊里空手道 鈴木　誠
０９０－２２０９－７７８２
AM8:00～19:00

月水金（１９：００～２１：００）　　豊里柔剣道場 楽しく武道を学び　心と体を鍛えよう

空 手 道 糸洲会つくば 福田　昌英 ０８０－１２５７－７７６７
木曜日（１８：００～２０：００）　土曜日（１９：００～２１：００）
日曜日（１０：００～１２：００）　谷田部総合体育館柔剣道場

空手ブーム到来！一足先に始めよう！
初心者募集強化中

空 手 道 茎崎空手 中川　義一
０２９－８７６－０７９５
０９０－３０８８－４１４８

日曜日 17:00-18:40　　火・水・金　18:40-20:20
土曜日　9:20-11:20、18:40-20:40
拳義館空手教室 紫峰塾　　拳義館道場（稲荷原1271-3)

空手を通じて運動能力UP！「何事も競走の世の
中」輝く未来を目指せ！？見学・体験OK！

空 手 道 拳友会 飯田　淳子 ０９０－５３９０－５３５７ 火曜日（18:30～19:45）　大曽根小体育館
大きな声で挨拶、返事を大切に
空手の基本を丁寧指導。

柔　　道 つくば中央柔道塾 高野　政明
０２９－８７５－５４３２
連絡受付時間　平日8:00～17:00

月・木曜日（18:00～21:00）　　土曜日（17:30～20:30）
豊里中柔道場

礼法・受け身からしっかり教えます。
どんどん人を投げとばそう！！

少林寺拳法
少林寺拳法
つくば花畑スポ少

古谷野好栄
０２９－８９５－７１７１
連絡受付時間　8:00～20:00

つくば市花畑１－９－２　　　　月・水曜日 詳細は、「つくば花畑スポーツ少年団」で検索

スポーツ鬼ごっこ
つくばLIGARE
　　 （リガーレ）

杉浦　拓郎 ０８０－１０７５－６７７９ 火・木曜日　（19:00～20:30）　市内小学校体育館
鬼ごっこ等の遊びを通して子供の体力向上の為
の活動をしています。

ソフトテニス つくばjr.ソフトテニスクラブ 天内　茄容子
事務局　０９０－７２４７－６４７４
連絡受付時間　9:00～20:00

水曜日（第１・第２）体育館　　　土曜日　４回／月　かつらぎ公園
月～金　近隣テニスコート（15:00～19:00の間）

部活だけでは足りない中学生から大会上位を目指す中
学生まで、近隣中学校の部活を応援します！

ソフトテニス みどりのSTC 田村　啓輔
０９０－６９３３－４４２１
mame19891122@gmail.com

水曜日（17:00～19:00）　　土曜日（13:00～15:00）
谷田部テニスコートなど

小中学生を随時募集しています。
道具の貸出もあります。

* 使用目的以外のご使用は禁止致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


