埼玉県道場一覧
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団体名称

代表者氏名

団体所在地

電話番号

最寄り駅・目標建物

練習時間・曜日

道場の利用料金（月謝）

その他

川口柔道クラブYAWARA

粟飯原 典康

川口市前川町3-649

048-261-3250

ＪＲ 川口駅

月・水・木 16:00～22:00
土
10:00～16:00

小7,500円、中8,500円
高・大9,500円、一般10,500円

金メダリスト吉田秀彦の指導する道場です。
無料体験もやっているので連絡ください。（担当：浅見）

武徳館早川道場

早川 幸衛

川口市戸塚東3-12-13

048-296-2263

ＪＲ東川口駅
ホームセンターケイヨーデイツー近く

活動曜日：月・水・金
小学生：17:00～19:00
一般・中学生：19:30～21:30

小・中・高・大・一般5,000円

小学生は基本を中心に楽しい柔道、中学生は（心技体）を基
本に勝つ柔道を目指しています。

NPO法人志陽館

仲島 大勝

川口市芝中田2-8-28
志陽ハイツ１F

048-263-2201

JR蕨駅東口徒歩約１０分

月・金 17:15～20:30

小3,500円・6,300円

厳しく楽しい柔道です。活動内容はHPをご覧ください。
http://www.shiyodo.co.jp

ＪＲ西川口駅 東口より徒歩１５分
（バス停「競技場入口」）
http://kawaspo.jp/publics/index/54/

火・水 少年部18：00～20：00
青年部19：45～21：00
土
少年部17：30～20：00
青年部19：45～21：00

少年部（小学生以下）
入会金 3,000円
月 謝 3,000円
幼児から大人まで、楽しく、時には厳しく稽古しています。
※ 兄弟割引あり
全国大会出場、各種大会で優勝しています。
青年部（中学生以上）
ぜひ、見学に来てください。
入荷金 5,000円
月謝なし。練習１回ごとに100円

川口市西青木５－３－４
川口市立体育武道センター

川口市柔道連盟クラブ

堀 基博

大宮少年柔道同好会

佐藤 利雄

048-641-2982
（佐藤）
048-682-2333
事務局：さいたま市見沼区蓮沼552-1
（事務局）
グループホーム「ひなたぼっこ」内

東武野田線 大和田駅から徒歩約10
分
火：19:00～21:00
JR東大宮駅よりバス
土：15:00～17:00
http://www.city.saitama.jp/004/006/0
03/001/p035583.html

舟川柔道塾

舟川 操

さいたま市大宮区大成町3-268

048-666-4439

鉄道博物館駅
森整形外科前

月・火・木・金 18:00～20:30
土 10:00～12:30

園児3,000円
小：1～3年5,000円
小：4～6年6,000円
中・一般3,000円

埼玉県からもオリンピック選手が出てほしいと願い、毎日熱い
稽古をしています。

野原学園少年柔道教室

舟川 操

さいたま市西区宮前町1080-1
のはら幼稚園内

048-624-9922

西大宮駅 徒歩10分

園児：水・金 15:00～16:15

園児5,000円

受身、礼法など基本を重視しながら心身を鍛えるとともに、他
人にはやさしい子に育ってほしい。

浦和柔道センター

長谷川 博之

さいたま市緑区中尾195

048-873-7151
（長谷川）

ＪＲ京浜東北線 浦和駅

月～土 19:00～21:30
※一般は、火・木・土。

小・中・高・大・一般7,000円
指導者個別対応（年会費）
※週1回コース 6,000円
他に回数券（一般）。

「楽しい柔道」を通じて、青少年の人間形成と子供から年配者
迄、生涯楽しめる柔道を目指しています。
https://urawajudocenter.jimdo.com/

修盟館

山﨑 恒信

さいたま市見沼区東大宮5-22-22

048-683-9338

ＪＲ東大宮駅東口より徒歩5分

火・木・土 18:00～21:00
※大会その他の事情で変更有り
（日の9:00～12:00）

月間4,000円；利用日相談可

・老若男女の心身及び体力の向上を目指す
・礼法を重んじ相手を思い遣る心を育む

小・中・高・大・一般 6,000円

返事、挨拶を重視し、柔道の基本である礼法、受身の習得を
基本に行っています。また全国優勝者や入賞者を多数輩出し
ており、個人に合わせた指導を行っています。

048-251-9227

稽古場所：大宮武道館
さいたま市見沼区堀崎町12－36

入会金3,000円
年会費20,000円

少年部：水 18:30～20:30
土 13:30～16:30

稽古を通じ、会員が自らの努力により心身の健康の向上及び
リーダーシップの意識の高揚を図ることを目的とする。小学生
中心

新井道場

鈴木 達也

さいたま市桜区桜田2-26-1

090-9827-8058

JR武蔵野線 西浦和駅徒歩12分
埼玉市立新開小学校付近

草加市柔道会

川田 憲人

草加市吉町5-4-1
にこにこ整骨院内

048-927-1777

東武伊勢崎線草加駅徒歩5分
草加市立中央公民館

火・木 19:00～21:00
日
17:00～20:００

小・中・高・大・一般2,000円、
指導者は年間3,000円

人の痛みがわかる人間、我慢ができる人間、困難に負けない
体力と精神力を身につけます。
Http://sports.geocities.jp/judosoka/

会田道場

會田 俊雄

幸手市中1-5-28

0480-42-6245

東武日光線 幸手駅
徒歩5分

火・木・金・土の18:00～21:00

月謝一律 4,000円

ホームページもぜひ御覧ください。
http://www.kaida-g.ecnet.jp/

幸手柔道クラブ

宮杉 勝男

幸手市中4-13-19

0480-42-0030

東武日光線 幸手駅

火・水・土・日
17:00～21:00

小・中・高・大・一般2,000円

入会金1,000円、初段からは月謝無料。

新越谷 山﨑道場

山﨑 茂樹

越谷市増林5670-1
埼玉県立越谷東高等学校 柔道場

048－990－0288
（山崎）

東武スカイツリー線 新越谷駅
ＪＲ武蔵野線 南越谷駅
土：14:30～18:00
南越谷駅北口（バス）→越谷東中学校 日：9:00～12:30
（徒歩）→越谷東高校：約15分

年中園児～小学生：2,000円
＊体験月は月謝無料

ホームページURL ： http://yamasakidojo.com
メールアドレス ： yamasakidojo@gmail.com

柔志館 越谷クラブ

大友 了治

越谷市七左町2-85
越谷市立富士中学校武道場

ＪＲ武蔵野線 南越谷駅
東武線 新越谷駅

小2,500円

2週間程度の無料体験期間あり。
初心者コース20時まで月謝1,500円にて。

成年部：火 19:30～21:30
木 19:30～21:30
土 18:30～21:30

火・木・土
18:30～21:00
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佐古真導館柔道スポーツ少年団併設

道場は事件事故の捜査本部に使用される時は、春日部市民
武道館で練習。大会等に備え、月～土等の集中練習あり。

武里柔道クラブ

井上 英治

春日部市大沼2-207
春日部市民武道館

048-738-1020

東武伊勢崎線・野田線
春日部駅西口下車 徒歩2分

水・土 19:00～21:00
日
17:00～19:00

小・中・高・大・一般 2,000円/月
額
指導者 5,000円/年額

春日部警察署 少年柔道クラ
ブ

瀬戸 栄三

春日部市大沼1-82
春日部警察署武道場内

048-738-0110

東武野田線・伊勢崎駅 春日部駅
春日部警察署

水・日 18:00～20:00

小・中・高 2,000円
大・一般・指導者 500円

幸心館染谷柔道場

染谷 勝

春日部市緑町1-13-27

048-735-4258

春日部駅

月・水・金
18:30～21:00

庄和柔道会

橋口 和之

春日部市金崎616
春日部庄和総合体育館

048-746-6111

東武野田線 南桜井駅
春日部市立庄和総合体育館

日 17:00～19:00

小・中・高・大・一般750円

施設確保は、固定ではなく抽選による関係で、実施不可や時
間にバラつきがあります。

羽生市柔道連盟

酒井 重光

羽生市東9-1-1
羽生市体育館

048-563-0150

東武線 羽生駅

月・木 19:00～21:00
土 17:00～19:00（小学生）

小・中・高1,500円

「自分の目標に向って、努力すると共に仲間を大切にし、互に
『心・技・体』を向上させる」を主旨としています。

喜多道場

喜多 憲一

川越市砂５０－２

049－245－6118

東武東上線川越駅又は新河岸駅

水：18:30～20:30
土・日：9：00～12:00

小・中・高・大・一般：3,000円

朝霞市体育協会柔道部

逸見 寿幸

事務局
朝霞市三原2-27-18

090-2454-9691
（逸見）

東武東上線朝霞駅南口
朝霞市役所、コモディイイダ近く

月・火・木・金：18:30～21:00

小・中・高・大・一般・指導者
3,000円

小：2,000円
中学生以上500円

月、金 朝霞市第三中学校峰武館
（12月、1月のみ） 朝霞市武道館
火・木 朝霞市武道館

志木市柔道連盟

浅見 一則

志木市柏町3-6-19
志木市武道館

048-476-5433

東武東上線
志木駅または柳瀬川駅

火・木・土の18:30～21:00

小：1,000円

東松山中央柔道愛好会

木村 喜雄

東松山市材木町10-12
木村喜雄 方

0493-22-0077
（木村）

東松山駅

月・土の18:00～19:30

小学生 約1,000円

鴻巣柔道センター克己塾

舩田 周平

埼玉県鴻巣市鴻巣８６４−１
鴻巣市総合体育館
http://www.saispo.jp/konosu/

048-541-0609
（船田）

埼玉県鴻巣市鴻巣８６４−１
鴻巣市総合体育館
http://www.saispo.jp/konosu/

048-541-9330
090-3691-8392
（西濱）

ＪＲ鴻巣駅前東口徒歩10分
鴻巣市役所

ＪＲ鴻巣駅前東口徒歩10分
鴻巣市役所

金 18:00～21:00
土 15:00～18:00
毎月第2・第4水曜日
鴻巣警察書18:00～21:00
木・土 19：00～21：00

小2,000円
中2,000円
高・大・一般500円

幼・小・中・高
月 3,000円

年間を通じ、心身の鍛練と健康な体づくりを目指して稽古して
います。稽古の基本は、礼節と基礎体力の向上としています。
小学生は各種大会に参加しています。

鴻巣柔道センター克己塾 HP
http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/kokkijuku/
鴻巣柔道会 Facebook
https://www.facebook.com/Kounosujudokai/

鴻巣柔道会

井上 博満

徳明館 村田道場

村田 次郎

行田市門井町3－2－18
ムラタ接骨院

048-554-1951

JR高崎線行田駅より徒歩15分
老人施設「あずみ苑」隣。

火・水・土
小学生 17:30～18:30
中・高・一般 18:30～20:15

小・中・高・大・一般5,000

柔道の受身や、基本的な動作を大切に楽しい柔道を心掛け、
返事、あいさつ、後始末がしっかり出来るよう指導いたしま
す。見学者大歓迎です。

杉戸柔道クラブ

岩上 馨一

北葛飾郡杉戸町清地1-1-36

0480-34-6074

東武線 東武動物公園駅
県立杉戸高等学校

土・日 17:00～19:00

小・中・一般2,500円

創立、平成9年6月1日。指導者 岩上7段ほか4名。
中学生必修の時が迫っています。入会をお待ちしています。

講武館 菊地道場

菊地 康

北足立郡伊奈町寿2丁目332番地
菊地接骨院

048-722-5151

埼玉新宿市交通ニューシャトル羽貫駅 月・木 18:00～21:00

小・中3,000円

挨拶・返事など礼節を大切に明るく楽しく柔道をしています。
全国優勝者も輩出しています！

坂東柔心会

野口 雅史

熊谷市弥藤吾2359-2
熊谷市立妻沼西中学校柔道場

熊谷運動公園みどりの広場

曜日が変更する場合もあり

月・水・土
18:30～21:00
小学生・中学生・一般
火曜・木曜・土曜の18：30～21：45

鶴武舘 町田道場

町田 尚司

埼玉県鶴ヶ島市脚折町6-8-10

049-285-1778
（町田）

東武東上線 坂戸駅

中学生
月曜～金曜の17：30～19：30
土曜の09：30～11：30

「精一杯/楽しく/前向きに」がモットー。子供を中心に怪我をし
ない・させないを基本に正しい柔道を、正しく教えています。

小・中・高・大・一般1,000円

小学生
月謝2,500+後援会費1,500
（計4,000円）
中学生・一般 年間5,000円

鶴ヶ島市近隣中学校に柔道部が無いため、週６回の中学生
の練習を行っています。

