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北海道道場一覧
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 利用料金（月謝）

月・水・金 19:00～20:30

小・中・高・大 4,000円
一般 5,000円 指導者無料

そ 他

誠心館室田柔道場

室田 晴康

函館市本町35-8

0138-55-1120

函館中央病院前
函館中央病院

光洋館工藤道場

工藤 重孝

函館市高盛町19-15

0138-51-4588

高盛小学校向かい

火・木・土 18:30～21:00

幼・小・中・高 1,500円

小樽柔道会道場

山本 典夫

小樽市花園2丁目3番20号

0138-51-4588

ＪＲ小樽駅

月・火・水・木・金
18:30～19:30

小・中 3,000円

小樽桜柔館

髙階 正則

小樽市桜1丁目17番9号

月・水・金 19:00～21:00

小・中・高・大・一般 3,500円

大麻柔道スポーツ少年団

薮内 和則

江別市大麻中町1-5
大麻体育館

011-382-1439

ＪＲ大麻駅

火 18:00～20:30
土 15:00～17:30

幼児（年長） 1,000円
小・中 2,000円

草原柔道館

草原 征司

札幌市北区麻生町1丁目2番8号
（草原接骨院内）

011-756-5550

市営地下鉄南北線
麻布駅4番出口
徒歩4分
新琴似4番通沿い セブンイレブンななめ向い

木 18:00～20:00
土 15:00～17:00

小・中・高 4,800円

柔志館柔道少年団

秋葉 紀孝

札幌市北区新琴似町249-29

011-769-1177

国際情報高校グランド側向い

月・水・金・土
18:30～21:00

幼児 1,500円
小・中 3,500円

篠路柔道少年団

加藤 政浩

札幌市北区篠路2条3-3-10

011-772-2001

篠路駅

水 19:15～21:15（月2回）
土 13:00～17:00

小・中 3,000円

随時、見学お待ちしています。

札幌市手稲柔道少年団

大内 基樹

札幌市手稲区曙2条1丁目2-46
手稲区体育館格技室

011-684-0088

ＪＲ手稲駅、
手稲体育館

月・木・土 18:00～21:00

小・中 4,000円

目指す柔道：一本勝ち。
理想の少年団：強い選手を育てるばかりでなく、人間形成を考える。

直心館苗穂柔道少年団

鎌田 秀明

札幌市東区東苗穂2条1丁目5-1

地下鉄東豊線 環状通東駅から
バス乗車10分
ジャスコ東苗穂店すぐそばです

火・木 19:00～21:00
土 10:00～12:00

小・中 3,000円

「上を見ては努力、下を見ては感謝」の精神で明るく礼儀正しく稽古に取り組んでいます。
また、チームの和、親子の和を目的に年間を通じて楽しい行事も企画しています。

琴似武道館

渡辺 弘三

札幌市西区山の手2条8丁目-5-12
札幌山の手高等学校内道場

地下鉄琴似駅 徒歩10分
札幌山の手高等学校内道場

火・木・土 18:00～20:00

小 1,500～3,000円
中 3,000円

公式HP
http://www.kotoni-judo.com

豊平少年少女柔道倶楽部

堤 貞介

札幌市豊平区月寒東2-20
豊平区体育館武道場

北海道中央バス
「月寒東3条9丁目」下車、徒歩3分

水・金 18:00～20:30

小中学生無料
（豊平区体育館入館料必要）
他に父母会費 1,000円/月

指導方針『丈夫な身体と豊かな心の育成』
スローガン
①礼儀正しい態度を身につけよう。
②我慢強い心を育てよう。
③怪我、風邪なしで皆勤賞。

北海柔道クラブ

笹谷 司

札幌市豊平区旭町4丁目1-41

011-302-3384

地下鉄東豊線 学園前駅

月・木 18:30～20:30

無料

札大ジュニアＪＵＤＯクラブ

佐々木 貢

札幌市豊平区西岡１条7-2-1
札幌大学研修センター道場

011-852-9667

地下鉄福住駅、澄川駅

水・土 18:00～21:00

小・中：1,000円

花柔会西野柔道少年団

佐々木 憲矢

札幌市西区西野四条2丁目

011-666-5550

西区西野地区センター

水・金：18:00～21:00

小・中：2,000円

北広島柔道少年団

中村 篤司

北広島市山手町4丁目7-10
（事務局）

011-373-0754

北広島駅

火・金 18:30～21:00

小・中 2,000円

北見なかざわ塾

中澤 伸一

北見市西三輪4丁目731-3
なかざわ整骨院内

0157－22－5178

・北見市武道館
・なかざわ道場

月・水・木・金
19:00～21:00

小・中2,000円

北海道の小さな道場で柔道だけではなく、礼儀や言葉遣いも教え、常に「挑戦」し続け、ひとりひとりが輝ける
柔道を目指し日々稽古しています。

上ノ国町柔道スポーツ少年
団

森 秀行

檜山郡上ノ国町字勝山39
上ノ国中学校武道場

0139-55-2028

上ノ国中学校

火・木・金 18:45～21:00

小・中 500円

現在団員数29人です。

伊達柔道スポーツ少年団

安藤 允之

伊達市鹿島町20-1
伊達市役所内農務課気付

0142-23-3331

伊達紋別町駅より徒歩15分、ホーマック伊達店横

月・火・水 17:30～19:30
木 17:45～19:00

小・中 12,000円（年間）

平取町柔道少年団

島野 誘一

沙流郡平取町本町33-1

月・水・金 18:30～21:00

無し

静内柔道スポーツ少年団

松井 惟也

日高郡新ひだか町静内古川町1-1-5

水・金 18:00～20:30

小・中 1,000円

様似柔道スポーツ少年団

中村 和志

様似郡様似町大通1丁目

様似スポーツセンター裏

火・木・金 18:00～20:00

小・中 500円

旭川中央道場

川田 勉

旭川市7条通14丁目

0166-25-0287

旭川市6条通14丁目 イトーヨーカ堂向かい

月・水・金 18:00～20:30

小・中・高 2,500円

有段者は連盟登録のみです。

旭川花咲道場

大木 康生

旭川市花咲町5丁目
旭川市総合体育館内

0166-54-5411

火・金 18:00～21:00

一律 2,500円

講道館柔道を学びます。競技柔道をしっかり区別します。

011-729-6757

0146-42-7196

柔道を通して人間形成を第一に考え、個々に合う指導を心掛け、柔道を好きになってもらう事が大切と思いま
す。

月謝は一家計内2名まで徴集。3人目からは免除。

札幌地区唯一の接骨院直営の個人柔道場です

就学前5歳から中学生まで。成年の部有。詳しくはHPを見て下さい。

http://hokkaijudoclub.com/
ホームページ

http://www.geocities.jp/judo2008jrsu/
ＨＰ

http://kazyukaijudo.web.fc2.com
柔道の大好きな幼児（年長）、小学生、中学生あつまれ～

http://nakazawa880.sports.coocan.jp/index.html
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北海道道場一覧
団体名称

代表者氏名

団体所在地

東旭川柔道場

米沢 匠

旭川市東旭川南1条6丁目4

極柔館深川道場

児山 政信

深川市開西町2丁目9-60

帯広柔道少年団

電話番号

最寄り駅・目標建物

練習時間・曜日

道場 利用料金（月謝）

そ 他

旭川神社社務所横

月・木 18:00～19:30

小・中 2,000円

幼児5歳以上入門可（幼児無料）。
指導者8名。

0164-22-5587

北海道深川駅、
北海道深川拓殖大学

月・水・金 19:00～21:00

小・中・高 2,000円

真野 尚史

帯広市大通北1丁目1
帯広市総合体育館内柔道場

0155-22-7828

帯広駅より北へ約1.7km、帯広警察署東隣

水・木・金・土 18:00～20:30

小・中 3,000円

鹿追柔道少年団

髙橋 龍也

河東郡鹿追町緑町3丁目

0156-66-3441

ＪＡ鹿追町（東側）、
鹿追町総合スポーツセンター内

火・木 18:30～20:30

無し（但し団費6,000円/年）

太平洋武徳館

前島 秀博

釧路市旭町12-3
釧路市総合福祉センター4F
釧路柔道会館

火・木・金 18:00～21:00

小・中・一般1,500円
北海道釧路市の太平洋武徳館釧路柔道スポーツ少年団です。幼児・小学生・中学生の子供達が頑張ってい
（団運営費500＋父母会費1,000） ます。
※月謝ではありません。
団員大募集中です！

ＴＳＳ港武館

塩田剛史

北海道苫小牧市新開町2-10-5

090-3892-6273
（代表・塩田）

苫小牧線 沼ノ端駅からバス
「柳町１丁目」下車

火・木 19:00～21:00
土 15:00～17:00

幼児 無料
小中学生 2000円

港武館専用の道場があり、綱登り、うんていなどのトレーニング設備も充実しています。

厚柔会JSS

芳賀 晋司

厚岸郡厚岸町宮園3丁目7番地
厚岸町B&G海洋センター武道館

0153-52-7785

厚岸駅よりB&G海洋センター体育館 徒歩15分

水・金 19:00～21:00

幼児・小・中・高 5,000円
指導者 2,000円

充実した練習施設で、町主催の少年柔道大会を釧路、根室管内から呼び、毎年120名前後の個人戦を行うと
伴に連盟主催の大会に毎年参加、大奮闘中です。

広尾町柔道少年団

熊谷 隆正

広尾郡広尾町字野塚989番地2
広尾勤労者体育センター小体育館内

01558-2-5061

広尾町シーサイドパーク内

火・木 18:00～21:00

月謝無料
年間登録料 8,000円

士別誠心館道場

鷲見 卓雄

士別市大通東5丁目

0165-23-2304

士別駅より徒歩10分

月・火・木・金 18:00～21:00

無料

70年以上の歴史ある道場。全国に分館あり（北海道旭川・函館、青森県大間、福島県いわき、長野県塩尻）。
設立以来、月謝無料。

稚内南部柔道スポーツ少年
団

大谷 貴美

稚内市大黒3丁目4-23
稚内市勤労青少年体育センター

0162-23-7001

最寄駅：南稚内駅から徒歩10分
稚内市総合勤労者会館隣接

火・木 18:00～21:00
日 17:00～20:00
小学生の部／中学生以上
1時間半ずつ活動

小 3,000円、高 1,000円

日本最北端の柔道スポーツ少年団です！

