
道場NO. 道場名 都道府県

01 新井道場 埼玉県

02 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

03 足立学園ジュニア 東京都

04 豆蔵柔道クラブ 東京都

05 寒川柔友会 神奈川県

06 久居柔道教室 三重県

07 湖南柔道 滋賀県

08 柔仁会 滋賀県

09 大阪市立修道館 大阪府

10 加美道場 大阪府

11 済美館 大阪府

12 守口東部少年柔道教室 大阪府

13 森ノ宮柔道クラブ 大阪府

14 川添柔道教室 兵庫県

15 志誠塾 兵庫県

16 柔心館北野道場 兵庫県

17 兵庫少年こだま会 兵庫県

18 広畑柔道教室 兵庫県

19 二見少年柔道クラブ 兵庫県

20 社柔道少年団 兵庫県

21 幸心会正善館道場 奈良県

22 天理柔道クラブ 奈良県

23 粕屋柔道学舎 福岡県

24 勝山柔道クラフ゛ 福岡県

25 鞍手武道館 福岡県

26 小倉北柔道クラブ 福岡県

27 志摩柔道スポーツ少年団 福岡県

28 脩柔舘山内道場 福岡県

29 柔道戸畑道友会 福岡県

30 信和塾 福岡県
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31 善柔館 福岡県

32 太宰府少年武道会 福岡県

33 月隈武徳館道場 福岡県

34 天真館 福岡県

35 福武館 福岡県

36 明道館道場 福岡県

37 百道少年柔道クラブ 福岡県

38 安武道場 福岡県

39 行橋柔道教室 福岡県

40 伊心館 佐賀県

41 小城秀島道場 佐賀県

42 津武館 佐賀県

43 精道館道場 佐賀県

44 平山道場 長崎県

45 長洲柔道塾 熊本県

46 光道場 熊本県

47 清錬館道場 大分県

48 USA 小倉塾 大分県

49 都城武道館 宮崎県

50 米倉柔道館 鹿児島県

51 大山柔道クラブ 鳥取県

52 米子市柔道少年団 鳥取県

53 藍住真導スポーツ少年団 徳島県

54 阿波市柔道教室 徳島県

55 石井少年柔道教室 徳島県

56 板野町柔道教室 徳島県

57 上板柔友会 徳島県

58 北島町少年柔道教室 徳島県

59 美馬市少年柔道教室 徳島県

60 志度柔道スポーツ少年団 香川県
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61 善通寺柔道会 香川県

62 飯山柔道会 香川県

63 丸亀柔道スポーツ少年団 香川県

64 三豊柔道会 香川県

65 牟礼柔道スポーツ少年団 香川県

66 伊予双葉柔道会 愛媛県

67 久米柔道会 愛媛県

68 拓南柔道会 愛媛県

69 松前柔道会 愛媛県

70 三島柔道会 愛媛県

71 棟田武道館 愛媛県

72 高知県柔道協会直轄道場武道館 高知県

73 佐川少年柔道クラブ 高知県

74 土佐山田少年柔道クラブ 高知県

75 南国少年柔道クラブ 高知県

76 出雲柔道教室 島根県

77 隠岐柔友会 島根県

78 古志原柔道教室 島根県

79 東出雲柔道スポーツ少年団 島根県

80 松江柔道クラブ 島根県

81 三刀屋柔道教室 島根県

82 磐梨武道館 岡山県

83 笠岡彰善館 岡山県

84 吉備柔道スポーツ少年団 岡山県

85 鹿田柔道スポーツ少年団 岡山県

86 生々館道場 岡山県

87 玉島武道館 岡山県

88 熊野柔友会 広島県

89 河内柔友会 広島県

90 興仁道場 広島県
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91 高陽落合柔道教室　 広島県

92 庄原高南道場 広島県

93 八本松柔道教室 広島県

94 廿日市市柔道連盟平良支部 広島県

95 廿日市市柔道連盟宮内支部 広島県

96 美心塾柔道教室 広島県

97 広柔道教室 広島県

98 南区柔友会 広島県

99 八次柔道場 広島県

100 有朋柔道塾 広島県

101 暁柔道少年団 山口県

102 ＡＢＵ柔道クラブ 山口県

103 岩国少年柔道クラブ 山口県

104 宇部柔道クラブスポーツ少年団 山口県

105 宇部武道館柔道スポーツ少年団 山口県

106 大西道場 山口県

107 熊毛柔道スポーツ少年団 山口県

108 西京少年柔道クラブ 山口県

109 斉藤柔道クラブスポーツ少年団 山口県

110 柔錬会柔道スポーツ少年団 山口県

111 田布施町柔道スポーツ少年団 山口県

112 富田柔道スポーツ少年団 山口県

113 光柔道スポーツ少年団 山口県

114 彦島武道館柔道スポーツ少年団 山口県

115 福川柔道スポーツ少年団 山口県

116 日置柔道スポーツ少年団 山口県

117 防府地区少年武道錬成会 山口県

118 みどり柔道スポーツ少年団 山口県

119 ゆうスポーツクラブ柔道少年団 山口県


