東京都道場一覧

2018/10/31更新

団体名称

代表者氏名

団体所在地

電話番号

式根島柔道会

植松 敏一

東京都新島村式根島２５３
式根島開発総合センター

090-4966-5345

春日柔道クラブ

向井 幹博

文京区春日1-16-30
講道館内

03－3818-4171

・都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅
・東京メトロ南北線 後楽園駅
・東京メトロ丸の内線 後楽園駅
・JR中央線・総武線 水道橋駅

月～土
16:30～19:30

小・中 5,000円

佑道館柔道クラブ

万代 忠利

北区豊島6-5-20

03-3911-8409

京浜東北線（ＪＲ） 王子駅より
都バス豊島6丁目下車

火・土
18:30～20:00

小・中 3,000円

文武館 嶋村道場

嶋村 圭祐

北区神谷3-5-3

03-5249-5456

南北線 王子神谷駅
（ニトリのすぐ裏）

月・水・金
少年部：18:15～19:45
青年部：20:00～22:00

一律 5,250円

北区桐ヶ丘体育館柔道場

関 武夫

北区赤羽台３－１７－５７

03－3908－2316

京浜東北線 赤羽駅

水・金
18:00～21:00

利用料金（１回ごと）
小・中・高 100円、大・一般
300円

菊地道場

菊地 雄司

荒川区東尾久2-35-1

03-3892-5048

千代田線 町屋
都電 東尾久3丁目
舎人ライナー 赤土小学校前

火・木
19:00～20:30

小・中・高・大・一般 4,000円

香竜館

福地 義昭

足立区大谷田3-4-16

03-3865-7751

JR亀有駅 大谷田交番裏

火・木
18:00～22:00
土
16:00～18:00

小・中・社会人 3,000円
入門費5,000円

錬道館関川道場

関川 喜久美

葛飾区東立石1-21-15

03-3695-6478

最寄駅：京成立石駅
目標建物：平和橋教習所

水・金 18:30～21:30
土 13:30～15:00

小 5,000円、中 4,000円
高・大・一般 3,000円

墨田区体育館柔道クラブ

石留 靖之

墨田区錦糸4-15-1
墨田区総合体育館

03-3681-8477

ＪＲ錦糸町 錦糸公園内

水・土 19:00～21:00

1回ごと（体育館利用料）
小・中150円、高・大・一般300
円

富道館 天野道場

天野 修

江戸川区東小松川2-28-21

03-3651-3807

都営新宿線 船堀駅
富道鍼灸整骨院隣接

月・水・金 17:30～20:45

小・中・高・大・一般・指導者
一律5,000円

真成会

松戸 鶴男

江戸川区平井1-16-2
事務局 松戸方

03-3681-6527

ＪＲ平井駅

月・水 17:00～19:30
土 9:00～13:00

小・中・大・一般 2,000円

研武館

荒木 清隆

江戸川区篠崎町4-19-22-405

03-5666-4389

都営新宿線 篠崎駅よりバス「新町商店街」下車

水・土 19:00～21:00

小・中 2,000円
高・大・一般 1,000円

瑞江柔友会

山口 正

江戸川区西瑞江4-16
白丸接骨院

03-3651-9301

東京都江戸川区江戸川区立瑞江中学校柔道場

火・金 19:00～21:30
土 14:00～16:30

小・中 2,000円、有段者 無料

研真館 吉田道場

吉田 誠

江戸川区西葛西7-3-2-2F
ハタデンタルクリニック内
研真館事務局

03-3804-8881

東京メディカルスポーツ専門学校（西葛西）
ほか3ヵ所で練習

火・水・木・土
19:00～21:30

小・中・高・大・一般・指導者
3,000円

東京都少年部七連覇
第一回全国少年柔道大会出場、個人優勝（秦光秀）
第二回全国少年柔道大会 優勝
徳三法先生の弟子である、吉田仙次郎先生が昭和5年に設立した道場
である。

清心士塾 二宮道場

二宮 唯晃

江東区白河2-10-2

03-3643-1190

半蔵門線 清澄白河駅

火・木・金 19:00～20:30

小 3,000円

礼儀を重視して指導に当っております。

コマツ少年柔道クラブ

松岡 義之

江東区佐賀1-10-1

03-3630-8582

門前仲町駅

水・金 18:00～19:30

斎藤道場

斎藤 隆丈

大田区東六郷3-3-6

03-3731-9918
（斎藤）

京浜急行 雑色駅

少年部（水・金）
16：00～17:00
一般部（月・水・金）
20：30～21:30

最寄り駅・目標建物

練習時間・曜日

道場 利用料金（月謝）

そ 他

月・水・金
17:00～19:00

入会金 5,000円
少年部 4,000円
一般部 6,000円

ホームページ

http://www.bunbukan-shimamuradojo.com

男女共に入門随時受付しています

当館長が現在江戸川区柔道会会長

http://www.souke-kagiya.co.jp
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最寄り駅・目標建物

練習時間・曜日

道場 利用料金（月謝）

一律 5,000円

小・中 1,500円（月謝）
高・大・一般 5,000円（年間）

健成会 横山道場

横山 勇

目黒区上目黒2-42-11-1F

03-5722-0338

東急東横線・東急メトロ日比谷線 中目黒駅

少年部
月・水・金 18:40～20:30
土 17:00～19:00
成年部
月・水・金：20:30～21:30
土：19:30～21:00

佼成武徳会柔道部

川端 健之

杉並区方南2-29-25
立正佼成会第二団参会館内

03-5341-1138

東京メトロ丸ノ内線 方南町駅
環七沿い佼成出版社手前の方南交番を右折

火・土：夕方2時間半
日：午前2時間半

新宿区柔道会

吉沢 清

新宿区大久保3-5-1
新宿スポーツセンター

高田馬場駅、新大久保駅、西早稲田駅

火・木・土
少年 17:00～19:00
成年 19:00～20:45

豊島区南長崎4-12-22

西武池袋線東長崎駅下車徒歩10分
大江戸線落合南長崎駅下車徒歩10分

一般部（中学生以上）
月・水・金・土 20:00～22:00

そ 他

・年間行事：春は武徳会大会、夏は合宿、秋はレクリエーション、正月は
鏡開きを実施しております。
・道場は冷暖房を完備しております。親子での参加をお待ちしておりま
す。

https://www.facebook.com/Shinjyuku.Judo/
成年部は高校生・学生から年配の方まで多くの稽古者が集います。
少年部は平成22年全国少年選抜大会に出場。初心者を大事に指導し
ています。

入門料
5,000円
月謝
無段者3,000円
有段者2,000円

一般部は趣味と健康の柔道楽しみながら身体づくり。女子・高齢者もい
ます。少年部は体力の養成を基本に「礼節」「思いやり」「勇気」「忍耐」
「努力」等精神力の向上を目指しています。
男女別の更衣室とシャワー有り。駐車場有り。

修心塾岩崎道場

岩崎 茂治

杏文柔道クラブ氷川台教室

高山 雅行

練馬区氷川台3-31-13

03-5920-2211

東京メトロ有楽町線 氷川台駅

水：16:00～18:30
金：17:30～19:00

小5,000円（小学生のみ）

翔亀柔道クラブ

亀井 利章

練馬区豊玉北3-23-6

090-7230-0040

西武池袋線 桜台駅 徒歩5分
西武有楽町線 新桜台駅 徒歩8分

火・水・金：16：30～
土・日：12:30～

小・中 5,000円

廣武館 池内道場

池内 雅胤

三鷹市下連雀6-2-36

0422-43-6557

吉祥寺駅バス、下連雀6丁目下車
ジブリ美術館南へ600ｍ

小・中
月火水金土 18:00～19:30
高・一般
月火水金土 20:00～22:00

全て：5,000円

礼儀正しく剛い子に、生涯柔道（詳しくはＨＰを）

一道館 田代道場

田代 弘

八王子市北野町 539－2

042－642-8922

京王線 北野駅

火・木・土 17:00～20:30

小・中・高・大・一般 5,000円

個人、個人にあった指導をしています。

無限義塾

今井 実義

八王子市絹ヶ丘2-1-11

042-635-0017

京王線 北野駅

火・木・土 17:30～19:30

小・中 5,000円

町田柔道クラブ

髙林 光正

町田市南成瀬５−１２
町田市総合体育館

ＪＲ成瀬駅 徒歩10分
神奈中バス「吹上」徒歩約5分

火・木・土 18:30～21:00

3,000円

東久留米市柔道連盟

津田 忠広

東久留米市大門町2-14-37
東久留米市スポーツセンター

042-470-7786

西武池袋線 東久留米駅
東口下車徒歩15分

土 19:00～20:30

小学生 1,500円

小学生対象の柔道教室です。
初心者、男女共に随時入門可。見学大歓迎。

星野柔道義塾

星野 三郎

清瀬市野塩1-356

042-492-1906

西武池袋線 秋津駅

火 19:00～21:00

一律 2,500円

指導理念
正しく 優しく 強く 賢く 育成する

武蔵村山市柔道連盟

中道 茂俊

武蔵村山市三ﾂ藤1-82-9

042-560-8827

火・木・金・土 19:00～21:00

小・中 3,000円
有段者は入会金のみ

03-3952-3208

少年部（5歳～小学6年生）
水・土 15:00～17:00

翔亀柔道クラブホームページ

http://syouki.web5.jp/

