
お近くの　柔道教室・道場・クラブ　紹介　
地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ先

桑名柔道教室 ヤマモリ体育館（旧桑名市体育館） 島田　靖司
  島田　靖司 月・木　19:00～20:50 090-7860-7211
さざれ道場 桑名市大字下深谷部4735番地 森部　幸泰
  森部　幸泰 火・木　18:30～21:00　 090-3256-6664
いなべ柔道会 いなべ警察署3階柔道場 水谷　澄夫
  水谷　澄夫 火・木　19:30～21:00　 090-3221-1212
香取道場 伊藤整骨院内　香取道場 伊藤　孝彦
  伊藤　孝彦 火・金　19:30～21:00 0594-48-2003

北勢武道場（桐林館内） 宮澤　康介
月・水　19:30～21:00 0594-72-4156

  宮澤　康介 土　　　19:00～20:30 練0594-72-6283
石榑道場 大安武道館（大安町石榑南） 幼児から中学生まで大歓迎 伊藤　典明
  伊藤　典明 月・木　19:00～21:00 動きやすい服装で!! 090-1629-3743
長島道場 長島中学校武道場 脇谷　浩也
  脇谷　浩也 月・木・土　19:00～21:00 080-3311-4650
木曽岬柔道教室 木曽岬中学校武道場 松永　　浩
  松永　　浩 月・火・金　19:00～20:30 090-9897-4609

地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ先
神前柔道教室 神前小学校南側 坂下　博夫
  小柴　徳太郎 火・木・土　19:00～21:00 059-326-4236
さくら道場 桜中学校武道館 橋川　友来
  小林　茂夫 月・水・金・土　19:00～21:00 059-327-2216
中央柔道クラブ 四日市中央工業高校武道場 柳川　俊彦
  柳川　俊彦 水・金　19:00～21:00 090-7855-6184

三滝武道館
水　19:00～21:00・日　10:00～12:00　
四日市南高校武道場
土　19:00～21:00

浜浦　啓郎
059-337-1212
下田　哲也
090-3388-6631

かわごえ柔塾 川越中学校　柔剣道場 山村　幸雄
  山村　幸雄 月・木・金　18:30～20:30 090-8422-3843

伊藤　己紀生
059-394-0700

  伊藤　己紀生 月・水・金・土　19:00～21:00 090-1832-2001
地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ先

鈴鹿市武道館 中西　孝之
前期（4～9月）後期（10～3月） 059-382-2210

　中西　孝之 各20回　土　19:00～21:00
亀山柔道クラブ 亀山高校　武道場 事前にお問い合わせの上 川戸　正志
　川戸　正志 火・木・土　19:00～21:00 稽古日にお越しください。 090-1414-4392

鈴鹿高専柔道場　
火・木　19:00～21:00
神戸高校柔道場又は鈴鹿市武道館 059-384-3741
土　9:00～12:00 090-7609-2450
稲生高校柔道場 気軽に見学に来て下さい。 杉野　光利
火・金　19:00～21:00 ブログにてクラブ紹介しています。 090-8553-5780

　杉野　光利 メール　inojudo@gmail.com
地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ

名張柔道スポーツ少年団
  岩本　靖之
  吉田　　建 土・日　9:30～12:00 090-5459-5591
伊賀柔道教室 大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター 北岡　史好
  中井　秀幸 火・木　19:00～21:00 090-8861-7292
山里道場 旧大山田東小学校体育館２Ｆ 惠村　孝次
  惠村　孝次 月・水　18:00～19:30 0595-48-0717

地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ
三重武道館 津市　サオリーナ内　三重武道館 三重県武道振興会
  三重県武道振興会 火・木　19:00～21:00 059-229-2100

朝陽中学校武道場 幼児から大人まで体験可能
火・金　19:00～20:30　小学生まで 運動できる服装でお越しください。

  柴田　　聖 火・金　20:30～21:30　中学生以上 メール　kawage-judo@mie.email.ne.jp 090-1727-9234
久居中学校武道場
月・火・木・金・土

  關　　忠郎 18:30～21:00 080-5113-7994
神戸中学校武道場
火・金　19:00～21:00

  松田　洋司 日　　　18:00～21:00 090-3453-2452
芸濃柔道クラブ 芸濃中学校武道場 田中　克昌
  小林　辰男 火・金　19:30～21:00 080-4216-8108

高田中・高等学校　柔道場
火・水　19:00～20:30

  上路　大将 不定期　土・日　9:00～11:00 090-6085-1141

気軽にお問い合わせください。

久居柔道教室
随時受付

庄野柔道クラブ
気軽にお越しください。

随時受付
上路　大将

尚武館

090-1626-1480

菰野柔道教室 菰野中学校武道場

四日市柔道同好会 堀　　宏作

幼児から中学生まで大歓迎　動きやすい服装で!!
四日市しもの柔道クラブ 小松エンジニアリング３Ｆ　札場町

  小松　平太郎

  堀　　宏作
随時受付

桑
名

伊
賀

火・金　19:00～21:00

随時受付　体験期間一か月できます。

随時受付

随時受付

随時（貸出柔道衣　有）

随時受付

大歓迎、ぜひ親子で来て下さい。

随時受付、幼児から大人まで大歓迎

稽古日　事前にご連絡ください。

随時（貸出柔道衣　有）

随時受付

随時受付

随時受付

四
日
市

岩本　靖之

河芸柔道クラブ

津

随時受付

随時受付

小学生を中心に基本から学びましょう。

柴田　　聖

關　　忠郎

松田　洋司

随時受付

安濃柔道クラブ

名張市武道交流館いきいき

鈴鹿柔道教室
練習日を確認の上、お越しください。

鈴鹿錬成会

　川﨑　洋平

体験・見学いつでも大歓迎です。

場所・時間変更有り、事前連絡をお願いします。

川﨑　洋平
鈴
鹿

稲生少年柔道クラブ



地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ
松阪市武道館柔道教室 松阪牛の里ｵｰｼｬﾝﾌｧｰﾑ武道館 榊　　吉治
  榊　　吉治 火・木・土　19:00～21:00 0598-51-0319
三雲柔道クラブ 三雲中学校武道場 河田　恵吾
  河田　恵吾 月・木　19:00～21:00 0598-51-4530
みくも鍼灸接骨院　相承館 相承館　松阪市甚目町18-14 田端　隆宣
  田端　隆宣 木　18:30～20:30　日（不定期） 0598-56-9940
明和柔道教室 明和町総合体育館内柔道場 中谷　有二
  中谷　有二 月・木　19:00～20:00 080-5594-7061
粥見道場 粥見　新谷建設倉庫２Ｆ 森本　善彦
  森本　善彦 火・土　19:00～21:00 090-8338-6867
飯高少年香肌クラブ 飯高町保健センター 木下　幸一
  木下　幸一 水　19:00～20:30 0598-45-0030
飯高少年柔道宮前クラブ 飯高中学校武道場 中村　義則
  中村　義則 水・土　19:00～20:30 090-7612-0511

地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ
伊勢柔道俱楽部 伊勢市民武道館 太田　成彦
  太田　成彦 19:00 090-2341-3895
小俣アスレック柔道クラブ 小俣総合体育館内柔道場 吉岡　秋浩
  吉岡　秋浩 水・金　19:00～21:00 0596-25-0859

南勢体育センター２Ｆ
火・木　19:30～21:00

  西岡　正訓 金　20:00～21:10 0599-66-1910
鳥羽市武道館
火・木・土　18:00～21:00

  上村　　繁 小学生は20:00まで 090-2617-9025
浜島柔道教室 浜島Ｂ＆Ｇ海洋センター内武道場 土性　文貴
　土性　文貴 金　19:00～20:30　 090-5870-8115

地区 名称 稽古場所 体験・見学 問合せ
大道館 熊野市井戸町1893　大道館 稽古日なら、いつでもお越し頂けます。 前田　武寛
　前田　武久 月・水・金　18:00～20:30 090-4869-1608

紀宝町　田代体育館 稽古日であれば、何時でも可能です。
火・土　18:00～21:00（低学年20:00終了） 稽古が休みになる場合もございますので
水　19:00～21:00（小中学生希望者） あらかじめ連絡をいただければ幸いです。
木　19:00～21:00（小学3年生以上）
尾鷲市武道場
火　19:00～21:00
尾鷲高校光が丘武道場
木・金・土　19:00～21:00

相野谷柔道スポーツ少年団相野谷中学校　体育館2階 練習日に体験・見学をおこなっています。 上地　秀幸
　上地　秀幸 火・木　18:00～20:00（幼児19:30終了） 090-8756-0608

鳥武館柔道スポーツ少年団
随時受付

上村　　繁

事前にご連絡ください。

事前にご連絡ください。

随時受付

随時受付

西岡　正訓
随時受付

事前にご連絡ください。

事前にご連絡ください。

事前にご連絡ください。

事前にご連絡ください。

事前にご連絡ください。

五ヶ所柔道スポーツ少年団

尾鷲柔道スポーツ少年団

　辻木　宏昌
随時受け付けております。

尾鷲市体育館

0597-23-8299

紀宝柔道会

　莊司　　裕

莊司　　裕

090-7045-9212
牟
婁

松
阪

伊
勢

稽古日随時　体験・見学可能


