
No. 道場名 都道府県

1 神栖柔神会 茨城県

2 力善柔道クラブ 茨城県

3 高萩市柔道スポーツ少年団 茨城県

4 野木町柔道クラブ 栃木県

5 五十嵐道場 埼玉県

6 大宮立志塾 埼玉県

7 喜多道場 埼玉県

8 新井道場 埼玉県

9 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

10 舟川柔道塾 埼玉県

11 山武柔道西塾 千葉県

12 市川柔道教室 千葉県

13 育心館内山道場 千葉県

14 相川道場 千葉県

15 佐原柔友会 千葉県

16 錬心館岡野道場 千葉県

17 清廉館 東京都

18 松前柔道塾 東京都

19 勇武館高宮道場 東京都

20 有明柔道クラブ 東京都

21 春日柔道クラブ 東京都

22 櫻柔道塾 東京都

23 豆蔵柔道クラブ 東京都

24 上溝柔道教室 神奈川県

25 一道館 神奈川県

26 寒川柔友会 神奈川県

27 はやの柔道クラブ 神奈川県

28 湯河原柔友会 神奈川県

29 遠藤道場 神奈川県

30 追浜柔友会 神奈川県

31 北富士柔道スポーツ少年団 山梨県

32 悠信館ふじみ少年柔道教室 山梨県

33 高岡西条柔道教室 富山県

34 柔心会 富山県

35 黒部市錬成館 富山県

36 砺波市柔道スポーツ少年団 富山県

37 全日本柔道少年団七尾分団 石川県

38 輪島柔道教室 石川県



No. 道場名 都道府県

39 松任柔道スポーツ少年団 石川県

40 長野市中央柔道教室 長野県

41 長野誠心館道場 長野県

42 滴水館 長野県

43 柔仁会 滋賀県

44 浅井柔道スポーツ少年団 滋賀県

45 北桐館虎姫柔道塾 滋賀県

46 近江八幡柔道連盟 滋賀県

47 成道会 滋賀県

48 木之本青空柔道教室 滋賀県

49 八幡市柔道教室 京都府

50 修心館 京都府

51 八幡柔道クラブ 京都府

52 ウイング柔道クラブ 大阪府

53 済美館 大阪府

54 森ノ宮柔道クラブ 大阪府

55 加美道場 大阪府

56 三林柔道育成会 大阪府

57 守口東部少年柔道教室 大阪府

58 青少年健全育成塾正道館 兵庫県

59 神刑Ｊｒ．柔道クラブ 兵庫県

60 王子SC柔道教室 兵庫県

61 二見少年柔道クラブ 兵庫県

62 志誠塾 兵庫県

63 広畑柔道教室 兵庫県

64 兵庫少年こだま会 兵庫県

65  みなと学舎 兵庫県

66 小園柔道教室 兵庫県

67 宝塚柔道教室 兵庫県

68 社柔道少年団 兵庫県

69 伊丹柔道教室 兵庫県

70 天理柔道クラブ 奈良県

71 久保井塾 和歌山県

72 鹿田柔道スポーツ少年団 岡山県

73 有朋柔道塾 広島県

74 丸亀柔道スポーツ少年団 香川県

75 牟礼柔道スポーツ少年団 香川県

76 佐川少年柔道クラブ 高知県
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77 うきは市体協　柔道部 福岡県

78 善柔館 福岡県

79 福江武道館 長崎県

80 美濃柔道 岐阜県

81 羽島柔道少年団 岐阜県

82 各務原市柔道少年団 岐阜県

83 神戸柔道クラブ 岐阜県

84 平瀬道場 岐阜県

85 岐阜北柔道クラブ 岐阜県

86 田中柔道教室 岐阜県

87 修心塾道場 岐阜県

88 函南柔道会 静岡県

89 和道場 静岡県

90 袋井スポーツ協会柔道部 静岡県

91 浜北柔道スポーツ少年団 静岡県

92 港柔道教室 静岡県

93 湖西おそんが柔道クラブ 静岡県

94 大仁柔道会 静岡県

95 柔好会 静岡県

96 藤枝柔道倶楽部 静岡県

97 福田柔道クラブ 静岡県

98 韮山柔道教室 静岡県

99 SSU柔道クラブ 静岡県

100 富士市柔道会 静岡県

101 飯高少年柔道宮前クラブ 三重県

102 伊賀柔道教室 三重県

103 松阪市武道館柔道教室 三重県

104 庄野柔道クラブ 三重県

105 鳥武館柔道スポーツ少年団 三重県

106 かわごえ柔塾 三重県

107  神前柔道教室 三重県

108 久居柔道教室 三重県

109 大治柔道育英会 愛知県

110 米田道場 愛知県

111 北名古屋市柔道クラブ 愛知県

112 蒲郡柔道スポーツ少年団 愛知県

113 山北道場 愛知県

114 羽田野道場 愛知県
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115 孝心館 愛知県

116 県武道場 愛知県

117 半田少年柔道教室 愛知県

118 六郷道場 愛知県

119 大府柔道会 愛知県

120 愛西柔道会 愛知県

121 東浦道場 愛知県

122 南粕谷少年柔道教室 愛知県

123 瀬戸陶原道場 愛知県

124 小牧柔道会 愛知県

125 田代道場 愛知県


