神奈川県道場一覧
団体名称

代表者氏名 団体所在地

西中柔道塾

今野 龍一

川崎市中原区下小田中2-17-1
西中原中学校格技室

悠友館

宮田 学

川崎市高津区新作1-17-3

古賀塾

古賀 稔彦

川崎市高津区子母口704

堅志会

馬渡 利貴

川崎市多摩区菅3-10-4

電話番号

2017/6/15更新

最寄り駅・目標建物

練習時間・曜日

道場の利用料金（月謝）

武蔵中原駅下車5分
西中原中学校内

月・水の18:00～21:00

小4,000円
※別途、全柔連登録料
及びスポーツ保険代が必要。

044-877-2214

最寄駅：東急田園都市線 梶が谷or溝の口
目標建物：川崎市民プラザ隣

火：17:00～19:00
木：19:30～21:30
土：13:00～17:00
日・祝：10:00～12:30

一律3,500円

044-754-1346

子母口小学校前

044-946-6952

京王稲田堤、JR稲田堤

車道場

車 耕作

川崎市多摩区宿河原3-13-1

044-911-9170

小田急線 登戸駅より徒歩15分
ＪＲ南武線 宿河原駅より徒歩5分

内匠道場

内匠 逸美

川崎市麻生区上麻生6-31-41

044-988-2277

小田急線 柿生駅

火・木・土の18:00～20:00

小・中・高・大・一般3,000円
小・中・高・大・一般5,000円
※入門料5,000円
小・中2,000円

柿生青少年柔道会

松澤 彰

川崎市麻生区上麻生6-32-21

090-6799-4179

小田急線 柿生駅徒歩８分

嶺心会

小川 伸弘

川崎市麻生区岡上1610-54

044-989-2980

小田急線 新百合丘駅
練習場所：川崎市立麻生中学校格技室
川崎市立金程中学校格技室

朝飛道場

朝飛 大

横浜市神奈川区平川町25-8

045-491-7694

東急東横線 東白楽より徒歩3分

月・火・水・金・土

幼5,000円、小・中7,000円

あざみ野柔道教室

佐々木 清義

横浜市青葉区あざみ野1-29-1
あざみ野中学校格技室

あざみ野駅（田園都市線・横浜市営地下鉄）
徒歩10分

月・金の19:15～20:45

小1,000円（月謝）、中3,000円（年額）

藤田道場

藤田 一洋

横浜市鶴見区尻手3-7-7-602

090-3206-6919

稽古場所はＨＰをご参照ください

南区柔道錬成会

会長：岩本 誠治

横浜市南区宿町3-57-1
蒔田コミュニティハウス

045-711-3377

横浜市営地下鉄 蒔田駅

順道館 長瀬道場

長瀬 清弘

横須賀市不入斗町3-16

046-822-6524

YNUSキッズ柔道クラブ

木村 昌彦

横浜市保土ヶ谷区常盤台79-2
横浜国立大学 体育館内柔道場

045-339-3273

大和北柔道クラブ

関水 文孝

大和市つきみ野3-5-1
つきみ野中学校武道場

泉柔会

石川 芳彦

横浜市泉区和泉町5286

045-802-3527

石井道場

石井 洋秀

藤沢市本町4-3-7

0466-22-6867

大野北少年柔道教室

渡邊 宏
（父母会代表）

相模原市中央区淵野辺2-8-40

042-752-2022

上溝柔道教室

蝦名 十四三

相模原市中央区横山5-19-54
上溝中学校体育館

042-752-5524

御所見道場

古屋 元氣

藤沢市打戻1760-1

0466-48-1002

養生館清水道場

清水 勝一

綾瀬市上土棚中3-11-34

0467-77-7781

寒川柔友会

三谷 健

神奈川県茅ヶ崎市浜之郷445-6

加藤道場

加藤 学

秦野市曾屋3188-1

白鳥柔道クラブ

清水 功

川崎市立白鳥中学校武道館使用

松武館

小川 高巧

横浜市港南区笹下2-29-23

相模台柔道教室

大谷 浩和

工藤道場

各務 秋子

大和市鶴間1-2-16

東急田園都市線 つきみ野駅
小田急江ノ島線 中央林間駅
市営地下鉄 立場駅下車徒歩5分
横浜市立和田中学校格技場
小田急江ノ島線 藤沢本町下車
徒歩5分（白旗交差点そば）

小・中3,000円、高校生以上4,000円
小・中1,000円から
クラスによって金額が異なりますので
お問い合わせください。

小・中・高・大・一般・指導者：3,000円

小中学生だけの道場ですので
柔道の基礎的な事を指導
青少年の健全育成と基本柔道の指導。
平成23年度文部科学大臣生涯スポーツ優良団体表彰
平成25年川崎市スポーツ賞受賞。
HPご覧下さいhttp://kakio-judokai.jimdo.com/
HPアドレス： http://www.geocities.jp/reishinkaijp/
メールアドレス： reishinkaijp@yahoo.co.jp

随時、無料体験受付中（小1～)
基礎・基本を忠実に、
礼儀正しく挨拶励行をモットーに稽古に励んでおります。
ホームページ
http://www.renseikai.jp/

一律3,000円

火・土の19:00～22:00

小・中6,000円

水・金の17:30～19:00
土の10:30～12:00

小3,000円

木・日の19:00～21:00

小・中・高・大（無段）
一般（無段）1,000円
※大学生以上の有段者は、無料。
兄弟割引有。

指導者と保護者が協力し、
より安全な環境で子供達が柔道に取り組める様
気を配っています。

木・土の19:00～21:00

一律300円（半年払い）

スポーツを楽しく、礼をしっかり
自分の心をさらに強く、相手に感謝

月・水・金の18:00～21:30

小・中・高・大・一般7,000円

水・土の19:00～21:00

小・中・高1,500円

JR上溝駅
相模原市立上溝中学校格技室
御所見公民館体育館
（小田急線湘南台駅バス20分）
綾瀬市道場
小田急江ノ島線 長後駅、バス蓮光寺前
海老名市道場
小田急 海老名駅、バスやよい神社参道

水の19:00～21:30
土の18:30～21:30
土：17:00～19:00
日：9:00～11:30

0467-86-5071

0463-83-7082

046-261-1395

～The Way Of Gentleness 紳士への道～
車道場URL http://kuruma-ds.com/dj/

月・水・金の18:30～21:00

大野北中学校 体育館2階

045-832-0769

指導者は全員中央大学柔道部OBです。
練習日など詳しいことはHPをご覧ください。
http://www.kogatoshihiko.jp/kogajyuku.htm

月・火・木の19:00～21:00
土の18:00～21:00
活動曜日：火・水・金・土
小学生：17:00～18:30
中学生・高校生・一般：18:45～20:15
少年部（小学生）
火・木・土18:00～19:30、日9：30～11：30
青年部（中学生以上）
火・土19：30～21：00、日12：00～13：30
火・水・木・土の18:30～21:00
※クラブによって練習日程が異なります
ので、お問い合わせください。

京浜急行 汐入駅下車
バス鶴ヶ丘2丁目下車1分
横浜市営地下鉄三ツ沢上町
横浜国立大学

その他

初めての君も大丈夫！
優しい先生や楽しい仲間と練習すればすぐに上達するよ。

小・中2,500円
年会費１万円（小・中学生）
高校生以上はスポーツ保険料のみ

見学・体験入門随時歓迎しております。

綾瀬市：火・木の19:30～21:00
海老名市：月・金の19:30～21:00

小5,000円、中7,000円

両道場共、入門者、稽古自由に出来る
（両道場間11km)。

相模線寒川駅 寒川総合体育館

火・土の18:00～21:00

幼年2,500円、小・中5,000円
高・大・一般・指導者1,000円

小田急線秦野駅 徒歩13分
末広小学校そば

少年部（小学生以下）
木・土の17:00～19:00
青年部（中学生以上、一般）
火・木・土：19:30～21:30

幼年から大人まで一緒に練習しています。
お父さんやお母さんも始めていますので、
お気軽に見学にいらしてください。

入門料3,000円（兄弟姉妹1人のみ）
初段以下3,000円、弐段2,000円
参段1,000円

小田急多摩線 五月台又は栗平駅から15分

水：18:00～19:30
土：14:00～15:30

小1,000円

ＪＲ港南台駅
「COOPコープ神奈川」裏
小田急相模原駅
相模台中学校

水：18:00～20:00
土：16:00～18:00

小・中・高・大・一般5,000円

小田急江ノ島線 鶴間駅

月・水・金の17:30～21:00

水・土の19:00～22:00

小3,000円、中2,000円
高・大・一般・指導者1,000円
入門料 5,000円
月謝 5,000円

（原則）幼稚園から小学生まで。中学生も可です。
他にジャガイモ掘り、さつまいも掘りなど農業体験
地域のイベント行事に積極的に参加しています。

