
No. 道場名 都道府県

1 弟子屈柔道スポーツ少年団 北海道

2 力善柔道クラブ 茨城県

3 八潮柔道クラブ 埼玉県

4 市川柔道教室 千葉県

5 育心館内山道場 千葉県

6 寒川柔友会 神奈川県

7 羽島柔道少年団 岐阜県

8 四日市しもの柔道クラブ 三重県

9 柔仁会 滋賀県

10 加美道場 大阪府

11 岬町柔道スポーツ少年団 大阪府

12 済美館 大阪府

13 ウイング柔道クラブ 大阪府

14 あすなろクラブ 奈良県

15 神刑Ｊｒ．柔道クラブ 兵庫県

16 二見少年柔道クラブ 兵庫県

17 兵庫少年こだま会 兵庫県

18 青少年健全育成塾正道館 兵庫県

19 髙砂道場 兵庫県

20 広畑柔道教室 兵庫県

21 宝塚柔道教室 兵庫県

22 志誠塾 兵庫県

23 みなと学舎 兵庫県

24 幸心会正善館道場 奈良県

25 板野町柔道教室 徳島県

26 藍住真導スポーツ少年団 徳島県

27 北島町少年柔道教室 徳島県

28 美馬市少年柔道教室 徳島県

29 阿波市柔道教室 徳島県

30 東みよし柔道教室 徳島県

31 上板柔友会 徳島県

32 石井少年柔道教室 徳島県

33 加茂名柔道会　三河道場 徳島県

34 丸亀柔道スポーツ少年団 香川県

35 牟礼柔道スポーツ少年団 香川県

36 坂出市柔道協会 香川県

37 三豊柔道会 香川県

38 志度柔道スポーツ少年団 香川県



39 栗林柔道スポーツ少年団 香川県

40 善通寺柔道会 香川県

41 拓南柔道会 愛媛県

42 三島柔道会（愛媛） 愛媛県

43 常盤同郷会 愛媛県

44 伊予双葉柔道会 愛媛県

45 西条柔道会 愛媛県

46 佐川少年柔道クラブ 高知県

47 南国少年柔道クラブ 高知県

48 四万十斯道館 高知県

49 志摩柔道スポーツ少年団 福岡県

50 宗像Ｊクラブ 福岡県

51 太宰府少年武道会 福岡県

52 安武道場 福岡県

53 桜野柔道 福岡県

54 照葉柔道教室 福岡県

55 月隈武徳館道場 福岡県

56 善柔館 福岡県

57 百道少年柔道クラブ 福岡県

58 小倉東少年柔道クラブ 福岡県

59 鞍手武道館 福岡県

60 大野城南柔道クラブ 福岡県

61 脩柔舘山内道場 福岡県

62 柔道戸畑道友会 福岡県

63 福武館 福岡県

64 筑紫道場 福岡県

65 明道館道場 福岡県

66 粕屋柔道学舎 福岡県

67 稲築柔道教室 福岡県

68 有田警心館 佐賀県

69 精道館道場 佐賀県

70 伊心館 佐賀県

71 津武館 佐賀県

72 富江スポーツ振興会柔道部 長崎県

73 光道場 熊本県

74 成晋塾 熊本県

75 松龍館柔道場 熊本県

76 桜木柔道クラブ 熊本県

77 高田少年柔道クラブ 大分県



78 清錬館道場 大分県

79 USA 小倉塾 大分県

80 中津少年柔道クラブ 大分県

81 鳥入道場 宮崎県

82 宮崎県警察学校少年柔道教室 宮崎県

83 光武館柔道場 鹿児島県

84 かわなべ柔道スポーツ少年団 鹿児島県

85 柔心館道場（鹿児島県） 鹿児島県

86 米倉柔道館 鹿児島県

87 修道館 鹿児島県

88 出雲柔道教室 島根県

89 松江柔道クラブ 島根県

90 三刀屋柔道教室 島根県

91 柔楽舎 島根県

92 益田市柔道教室 島根県

93 東出雲柔道スポーツ少年団 島根県

94 古志原柔道教室 島根県

95 三隅柔道スポーツ少年団 島根県

96 笠岡彰善館 岡山県

97 興除柔道教室 岡山県

98 鹿田柔道スポーツ少年団 岡山県

99 磐梨武道館 岡山県

100 玉島武道館 岡山県

101 吉備柔道スポーツ少年団 岡山県

102 倉敷武道館　柔道部 岡山県

103 八次柔道場 広島県

104 高屋柔道教室 広島県

105 八本松柔道教室 広島県

106 廿日市市柔道連盟平良支部 広島県

107 白島柔道クラブ 広島県

108 庄原高南道場 広島県

109 有朋柔道塾 広島県

110 美心塾柔道教室 広島県

111 興仁道場 広島県

112 熊野柔友会 広島県

113 西条柔心館 広島県

114 廿日市柔道連盟 地御前支部 山口県

115 萩柔友スポーツ少年団 山口県

116 斉藤柔道クラブスポーツ少年団 山口県



117 岩国少年柔道クラブ 山口県

118 福川柔道スポーツ少年団 山口県

119 熊毛柔道スポーツ少年団 山口県

120 暁柔道少年団 山口県

121 宇部武道館柔道スポーツ少年団 山口県

122 宇部柔道クラブスポーツ少年団 山口県

123 ゆうスポーツクラブ柔道少年団 山口県

124 防府地区少年武道錬成会 山口県

125 みどり柔道スポーツ少年団 山口県

126 光柔道スポーツ少年団 山口県

127 富田柔道スポーツ少年団 山口県

128 大西道場 山口県

129 吉岡塾 山口県


