千葉県道場一覧
代表者氏名 団体所在地

電話番号

2017/6/7更新

団体名称
紅柔道少年団

末吉 延孝

千葉市中央区南町1-3-1
ＪＦＥ千葉体育館

043-263-1166

あやめ台柔道場

渡辺 茂夫

千葉市稲毛区園生町1397
千葉市立草野中学校武道場内

043-287-2456

下志津柔道クラブ

甲地 吉行

千葉市若葉区加曽利町961-5
加曽利中学校内柔道場

松戸東警察署少年柔道部

山崎 紀治

松戸市八ケ崎4-51-9

047-349-0110

新京成線 常盤平駅、ＪＲ常盤線 馬橋駅

流山市柔道会

板倉 幸雄

流山市野々下1-29-4
流山市民総合体育館

04-7159-1212

つくばエクスプレス
流山セントラルパーク駅

木：17:00～18:30
日：15:00～17:00
土曜日不定
火・水・木・金・土の19:00～21:00
日の9:00～12:00

渡部道場

渡部 裕幸

白井市大山口2-1-1
白井市立大山口中学校明倫館

047-497-0300

北総線 西白井駅

火・木・金の19:00～21:00

小・中500円、高・大・一般1,000円

六高台柔道クラブ

佐々木 和人

松戸市五香4-20-7

047-311-1450

土の17:00～19:00

小750円

松戸市柔道修錬会

茂木 甲三

松戸市松飛台111

047-386-1071

六高台クリーンセンター
松戸市運動公園武道館柔道場
千葉県松戸市本郷4434 Tel：047-369-2030
（ＪＲ北松戸駅徒歩15分）
（新京成上本郷駅徒歩10分）

月・水・土の17:00～21:00

小2,000円、中・高・大・一般1,000円

柔道を通じて、身体・精神を鍛練、修養し、
小学生より礼儀、挨拶、言葉づかい、返事等の
日常生活の態度を主力に指導しています。

松警柔道少年部

渡邊 時雄

松戸市松戸558-2
千葉県警松戸警察署内

047-369-0110

水・金の18:00～20:00
日の9:30～12:00

幼1,000円、小2,000円

『姿勢を正してあいさつ』『大きな声で素直な返事』
『勇気を持って何事にも挑戦』
試合に勝つ技術よりも人としての心を育てる事を
大事にしている柔道部です。
元気で明るい子供達と厳しいけれど
優しい先生達がたくさんいます。

市川柔道教室

関口 敦司

市川市塩浜4-9-1

047-398-2311

土：18:00～20:00
日：10:00～12:00

小・中・高・大・一般2,000円

ホームページあり
http://ichikawa-judo.web5.jp/

船橋柔道会

白鳥 與四男

船橋市本町5-6-16

047-423-7388

森澤柔道塾

森澤 秀一

船橋市上山町3-555-37

047-438-4869

東武野田線 馬込沢駅徒歩12分
上山町ローズタウン住宅街

月・火・水・金・土の19:00～21:30
幼児(月・金)17:30～18:30
小学生（月・木・金）18:30～20:00
中学生（月・木）20:00～21:30

小・中・高・大・一般3,000円
幼・小・中3,000円
※但し、兄弟・姉妹2人目2,000円、
同3人目1,000円

047-472-2148
習志野高校内
岩本孝一

京成本線 実籾駅

火：18:00～20:00
土：12:00～14:00

小・中2,000円

入会については、4月と9月にのみ受け付けます。
体験は自由です。

土の17:00～19:00

小・中1,000円

出稽古大歓迎です。
※19～21時、中学～一般の部あります。
（参加費1回100円）
文武両道の精神で「心・技・体」の向上を目指し
健全な青少年の育成を目的としています。

岩本 孝一

習志野市東習志野1-2-1
（市立習志野高校柔道場）

柏柔道クラブ

恩田 博

柏市柏下73
柏市中央体育館内柔道場

柏南部青少年柔道会

安藤 敏之

成田柔道教室

櫻井 孝一

富里柔道

堀越 庄一

富里市七栄359-5

0476-90-3291

佐原柔友会
八街柔道教室
国分寺台柔道クラブ

坂本 博一

香取市佐原口2124

0478-52-5157

大原少年柔道教室

小路 正和

大多喜町少年柔道クラブ

杉村 泰彦

大網白里柔道会

石﨑 寛

山武郡大網白里町上貝塚71-1

白子少年柔道教室

細谷 吉隆

長生郡白子町古所3381
白子町立白子中学校柔道場

睦沢少年柔道クラブ

荒井 汪明

長生郡睦沢町上元郷1565
睦沢町総合運動公園内

白浜柔道クラブ
富浦修武館

宮本 浩実

南房総市立白浜中学校

嶌田 紀之

南房総市富浦町青木28

市原市国分寺台中央5-1-1
国分寺台西中学校武道場
いすみ市大原7400-12
大原中学校柔道場
夷隅郡大多喜町大多喜486-12
海洋センター内大多喜町柔道場

道場の利用料金（月謝）

その他

小・中2,000円
一般（団員家族）2,000円

ホームページアドレス
http://www.adagent.net/kurenai-judo/

火・金の15:00～20:00
土・日の8:00～12:00

小・中・高・大・一般・指導者2,000円

月・水・金の18:30～20:30

小・中1,500円

月曜・水曜日が加曽利中学校にて稽古。
金曜日が千葉市コミュニティセンター内道場で稽古
しています。小学生から中学生までが対象でありますが、
細部は確認してください。

小500円

先生が熱心な方です。
少人数ですががんばっています。

ＪＲ松戸駅 千葉県警松戸警察署

東京メトロ東西線 南行徳駅
京成バス ハイタウン塩浜
ＪＲ京葉線 市川塩浜駅
京成トランジットバス ハイタウン塩浜
ＪＲ船橋駅 徒歩3分

小2,000円、中・高・大・一般1,000円

04-7175-4063

新京成線 五香駅（松戸市内）
柏市立南部中学校

火・木・金の19:00～21:00

小1,500円、中500円

0476-26-7251

ＪＲ成田駅より徒歩10分

火・土の17:00～21:00

小1,500円

火の18:30～21:00
土・日の17:00～21:00

小2,500円

本間 義美
小野 三典

練習時間・曜日
水・金の18:00～19:30
土の10:00～12:00

ＪＲ津賀駅 タウンライナー桜木駅
桜木霊園、加曽利緑地

習志野柔道クラブ

柏市南増尾1-20-1-304
（道場：〒277-0054 柏市南増尾6-16-1
柏市立南部中学校武道場）
成田市中台5-2
ｻｳﾝﾄﾞﾊｳｽ･ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ

最寄り駅・目標建物
ＪＲ蘇我駅 徒歩5分
末広通り沿い JFE千葉体育館
ＪＲ稲毛駅より京成バス山王町行
草野中学校下車15分
千葉市立草野中学校

成田線 佐原駅
市役所前
ＪＲ八街駅
ＪＲ五井駅
市原市役所
JR外房線 大原駅

0470-82-2462

いすみ鉄道 大多喜駅より徒歩15分
大多喜城付近
ＪＲ大網駅 大網白里アリーナ隣り

0475-33-2170
細谷

ＪＲ茂原駅より車で15分

0475-44-1565

ＪＲ外房線 上総一宮駅
睦沢町総合運動公園

0470-33-1001

JR内房線 富浦駅

火・木・土の19:00～21:00
火・水・土・日の18:30～20:30
木：20:00～21:00
土・日：13:00～15:00
月・水の18:45～20:15
土の17:30～19:30
月・水の18:00～20:00
土の14:00～17:00
水：19:00～21:00
土・日：9:00～13:00

小2,000（月額）
中・高3,000円（年間）
小・中1,500円

柔道の基本、礼儀からしっかりと指導します。
自分に厳しく、他人に優しく出来る本当の
意味での強い人間を育てています。

皆んな仲良く楽しく柔道の心を勉強しよう！！

柔道を通し、心身の鍛練、青少年の健全育成

無料
小学生1,000円
別途、保険、登録料別途必要

公式ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/oharajudokids/

ありません

町体協の柔道教室ですが、
町外からの参加も大歓迎です。

小600円（月額）、中2,500円（年間）

火・木の19:00～21:00

無料

火・木・土の18:00～20:30
※但し、試合前日土曜日は
昼間の練習になる
水：19:00～21:00
日：17:30～19:00
毎週 月、木 18:00～20:00

小2,000円 ※入会金1,000円
体育館年間使用料金（保険代含む）
町内在住者4,100円・町外在住者5,600円
年会費3,000円（保険代含む）

