兵庫県道場一覧
チームID

団体名称

代表者氏名

団体所在地

2019/3/14更新

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

月・水・木・日
18:00～20:00

小1,500円

ここから輩出した中で、インターハイや全中、学生選手権で活躍している
OG,OBがたくさんいます。お気軽にどうぞ。
神戸市立有野小学校体育館や三田市心道会館2F柔道場にて活動していま
す。詳しくはホームページをご覧ください。

410198909

神戸北少年柔道会

北田 巨人

神戸市北区甲栄台3-6-1
神戸北警察署

078-594-0110

兵庫県警神戸北警察署内 3F道場
神戸電鉄 北鈴蘭台駅下車、徒歩15分
弱

411001764

北神柔道少年団

竹村 欣也

神戸市北区藤原台6-29-3

078-203-6464

神戸電鉄 岡場駅

土・日
13:00～16:00

小2,000円

410103138

山口少年柔道クラブ

北尾 浩

西宮市すみれ台2-5-1

078-903-5413

西宮市立山口中学校武道場 及び 山
口小学校体育館

火・木：18:30～21:00
土・日：13:00～16:00

小2,000円

410430701

兵庫少年こだま会

高田 幸博

神戸市兵庫区下沢通3-1-28
兵庫警察署内

090-3927-3325

地下鉄 湊川公園駅徒歩約5分

410040985

樽谷塾

樽谷 哲子

神戸市垂水区千鳥が丘-18-18

078-767-7486

411136476

壮心やわら塾

中山義信

兵庫県西宮市鳴尾浜1-16-8
県立総合体育館格技室

090-3489-1271
（中山携帯）

１日おきに
阪神線 武庫川団地駅徒歩12分
17:30-19:00または
阪神バス「県立総合体育館」バス停すぐ
19:45-21:45

月・水・日
18:00～20:00
土：14:00～17:00
※上記の内、月約8回
幼・小
ＪＲ/山陽 垂水駅から山陽バス④または 月～金・土17:00～
5系統にて上高丸団地下車徒歩1分
18:30
中学生以上

入会金2,000円
小2,000円（月額）

小学生対象ですが、幼児も練習できますので、お気軽にご連絡をお願いしま
す（高田）。

幼・小：5,000円

詳しくは、『樽谷塾』ホームページをご覧くださi。

月謝無料
施設利用費1回200円

少年部の練習の日時場所「壮心やわら塾」のHP又はFacebookを参照

https://www.facebook.com/sousin.yawara.juku/
津名クラブ5訓
・礼儀正しくしよう
・お友だちと仲良くしよう
・お父さんお母さんを大切にしよう
・交通ルールを守ろう
・心をみがき 技をみがこう

410436898

津名少年柔道クラブ

大植 恵一

淡路市大谷169-1
淡路市立津名武道館

0799-64-1620

本四高速道路 津名一宮IC降りて東へ
10分
水・土
津名スポーツセンター前バス停より徒歩 18:00～21:00
1分

410095255

王子SC柔道教室

九段：森田
荘二

神戸市灘区青谷1

078-802-0223

JR神戸線 灘駅より北へ、王子動物園北

月・木
18:00～20:00

2,000円

410950537

甲南大学ジュニア柔道クラブ

曽我部 晋哉

神戸市東灘区向洋町中9-4
甲南大学曽我部研究室内

078-857-1961

六甲ライナーマリンパーク駅

土 10:30～12:00

小・中1,500円

410065167

園田少年柔道教室

新田 茂

尼崎市食満1丁目1－1
尼崎市立園田中学校柔道場

06‐6491-0775

阪急電鉄神戸線園田駅

月・木 18:30～20:00
土 17:00～19:00

小2,000円

随時募集しています。お気軽に見学してください。

410204873

心道館少年柔道クラブ

田鍋 朗

三田市三田町19番33号

079-559-0771

JR三田駅・神戸電鉄三田本町駅（小寺
公園）

土・日の16:00～19:00

小：半年5,500円

詳しくは、http://shindoukan.web.fc2.com/ をご覧ください。

410483734

山南柔道教室

高階 省悟

丹波市山南町野坂297
Ｂ＆Ｇ海洋センター

0795-70-0222

ＪＲ福知山線 谷川駅より車で5分
水：18:00～20:00
老人保健施設「さんなん桜の里」の裏に
土：17:00～20:00
なります

小・中・高1,000円

嘉納治五郎先生の「精力善用」「自他共栄」の教えの下、日々練習に励んでお
あります。

410042649

将祥柔道館

時吉 勇二

姫路市広畑区小松町3-83
広畑中学校格技場

小1,500円
中学以上1,000円

基本・礼節を重視した指導を徹底しています。
詳しくは将祥柔道館公式HPをご覧ください！
http://www.eonet.ne.jp/~masasati-judo

410700173

太子柔道少年団

井上 義昭

揖保郡太子町東南5-1-1
太子町民体育館柔道場

079-277-4800

JR網干駅を北へ2kmの地点（鵤交差点： 水・土：18:00～20:00
旧2号線の南東、太子町民体育館内）
木：18:30～20:00

小1,500円、中1,000円

410113813

若駒柔友会

武田 賢次

たつの市揖保川町黍田427-25
揖保川町スポーツセンター内

0791-72-5567

JR山陽本線 竜野駅

水・土の18:30～20:00

1,500円

410350828

一宮快心柔道クラブ

槙本 浩欣

宍粟市一宮町東市場1090-3

0790-72-1331

スポニックパーク一宮

月：19:00～21:00
金：19:30～21:00
日：16:00～19:00

小1,000円（月額）
中学以上2,000円（年
間）

410259770

飾磨柔道クラブ

石川 明英

姫路市飾磨区細江269-15

079-235-5612

山陽電車飾磨駅
姫路市立飾磨中部中学校内

火・木 19:00～20:30
土
18:00～20:00

小3,000円

連絡先 田内義博 090-5661-1644

410240480

高丘柔道同好会

新田 秀

明石市大久保町高丘5-14

078-935-5325

ＪＲ山陽木線 大久保駅
高丘コミセン

土：18:30～20:30
日：9:30～12:00

小・中・高・大・一般500
円（会費として）

スポーツ安全保険に加入。中学生以下600円高校生以上1,600円。高丘柔道
サークル部員は、明石市柔道協会主催の市民柔道大会、少年柔道大会か東
播磨柔道協会主催の健民大会に毎年参加しています。

410318126

加古川少年柔道会

垣内 富夫

加古川市野口町水足333-333

079-421-3381

JR 加古川駅

火・金の19:00～21:30

小・中2,000円

礼儀正しく基本を大切に。

山陽電鉄 広畑駅・天満駅

活動曜日：各週で月・
水・金・土と火・木・土
時間：19:00～20:30

小1,200円

体験期間あり。
幼児～一般・指導者：随時募集中です。
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410417207

播磨柔道倶楽部

佐久間 宏

加古郡播磨町本荘70-1

079-437-2201

山陽電車 播磨町駅

土・日
17:00～21:00

一律1,000円

410222121

播磨三四郎クラブ

柴原 雄馬

加古郡播磨町古宮243-9 播磨南
中学校武道場

山陽電鉄 西二見駅

木・金・日
19:00～21:00

1,000円

播磨三四郎クラブは、礼儀正しく、心の強い子供の育成を目指しています。

410086914

龍野若竹会

田中 隆夫

たつの市龍野町富永1005番地1

小1,500円
中・高・一般は年間
10,000円

幼児、小学生他、随時募集しています。体験用柔道着あり。詳しくは、
http://tatsuno-wakatake.jpn.org

410609034

社柔道少年団

中村 直義

社高等学校武道場
加東市木梨1356-1
加東市社武道館
加東市木梨1131

小・中1,000円
育成会費300円/月

『心と和』をモットーに掲げ、柔道を通じて体力づくり、仲間づくり、温かい人づく
りを目的に練習に励んでいます。

410273778

加古川柔祐会

芳野 祐太郎

小3,000円
中1,000円

https://www.facebook.com/kakogawajyuuyuukai/

410164129

学が丘柔道クラブ

富田 康之

小1,500円

詳細は
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/judou/

たつの警察署内柔道場、JR姫新線本竜
月・木
0791－62－3192 野駅より車で5分、JR山陽本線竜野駅よ
18:30～21:00
り車で5分、山陽自動車道龍野ICより車
で3分
火・水・金
道場は2ヶ所（社高校・社武道館）あり、目
19:00～21:00
0795-42-2130
標建物は、それぞれ加東市役所、社庁
土
舎となります。
13:30～17:00
月・火・木・金
19:00～21:00

神戸市垂水区学が丘5-1-1
神戸国際大学附属高校柔道場

ＪＲ垂水駅 バス53系統 多聞東小学校 木：19:00～20:30
前下車徒歩7分
土：18:00～20:00

