
県名 団体名 対象者 練習日 時　間 場　所 連絡先 担当者

旭川銃剣道・短剣道同好会
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　火 19：00～21：00

旭川市リアルター夢りんご体育館
（旭川市花咲町5丁目）

090-9517-0131
mika.ohno@icloud.com

大野

札幌中央体育館 小学生・中学生・高校生 毎週　日 18：00～20：00
北ガスアリーナ札幌46

（札幌市中央区北4条東6丁目）
0133-74-1710 稲邊

毎週　火・木 18：30～20：00

毎週　土 9：00～12：00

毎週　月 19：00～21：00
千歳市立富丘中学校

（千歳市あずさ1丁目2-1）

毎週　木 19：00～21：00
千歳市立日の出小学校

（千歳市日の出2丁目3-20）

隔週　土 13：00～15：00
千歳市立末広小学校

（千歳市富丘2丁目6-2）

毎週　月・水 19：00～21：00
名寄市立名寄東中学校　格技室

（名寄市西2条北8丁目1-3）

毎週　土 10：00～12：00
名寄市スポーツセンター 格技室

（名寄市西7条南12丁目）

美幌銃剣道少年団 小学生・中学生・高校生 毎週　水 19：00～21：00
あさひ体育センター

（網走郡美幌町字稲美137-7）
090-8278-6672

h.k0969814@icloud.com
日下部

陸自滝川駐屯地 体育館
（滝川市泉町236）

090-8335-1897 市川

千歳少年銃剣道クラブ

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

（幼児も受け入れ可）

0123-42-3265
090-2875-6408

小林

道場・クラブ 活動拠点一覧　（令和2年7月現在）

名寄ピヤシリ
銃剣道スポーツ少年団

小学生・中学生・高校生
090-3019-0772

troutis-dream.ms.5118@ezweb.ne.jp
寒河江

北
海
道

※こちらに未掲載の地域で道場・クラブをお探しの場合は、全日本銃剣道連盟事務局（jimukyoku@jukendo.info）までお問い合わせください。

滝川少年銃剣道
小学生・中学生・高校生

一般
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青森支部 一般 毎週　水 18：00～19：00
青森市横内市民センター

（青森市大字横内字亀井28-2）
090-4717-5293 寺島

青森銃剣道クラブ
小学生・中学生

（幼児も受け入れ可）
毎週　水 18：00～19：00

青森市西部市民センター
（青森市大字新城字平岡163-22）

090-2360-3864 工藤

毎週　火 18：00～20：00
陸自八戸駐屯地 体育館

（八戸市市川町字桔梗野官地）

毎週　土 10：00～12：00
相野道場

（八戸市長苗代字島ノ前30-1）

紫波銃剣道クラブ 小学生・中学生・高校生 毎週　金・土 19：00～21：00
紫波町総合体育館

（紫波郡紫波町桜町字下川原100）
019-672-3896 岩舘

毎週　水 19：00～21：00
釜石市中妻体育館

（釜石市中妻町1-6-36）

毎週　土 16：00～18：00
釜石市立双葉小学校 体育館

（釜石市新町1-58）

宮
城

七ヶ浜
銃剣道スポーツ少年団

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

毎週　火・金 19：00～20：30
七ヶ浜町立向洋中学校 武道館
（宮城郡七ヶ浜町遠山1-9-18）

090-2973-4699
tmycpc790@yahoo.co.jp

小幡

秋
田

秋田県銃剣道連盟
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　日 10：00～12：00

由利本荘市市民交流学習センター
（由利本荘市上大野16）

080-1809-8214 佐藤

小学生・中学生・高校生 0193-28-1754 植田秀芳館

青
森

岩
手

八戸クラブ
小学生・中学生・高校生

一般
090-2602-4627 相野
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山
形

山口道場 小学生・中学生・高校生 毎週　土 15：00～17：00
勤労青少年ホーム

（天童市老野森2-6-2）
090-2985-1554 山口

毎週　日 9：00～12：00
ふくしま自治研修センター 体育館
（福島市荒井字地蔵原乙15-1）

隔週　水 18：00～19：00
あづま総合体育館

（福島市佐原字神事場1）

不定期 18：00～19：00
サンライフ福島

（福島市北矢野目字檀ノ腰6-16）

須賀川市
銃剣道スポーツ少年団

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

毎週　月・金 19：00～21：00
須賀川市武道館

（須賀川市上北町1-5）
0248-72-4511 斑目

Ｊ－ＴＫＤ 小学生・中学生 毎週　日 10：00～12：00
郡山市片平ふれあいセンター
（郡山市片平町字町南7-2）

090-2840-0063
oh-kam_a-kan_oh-kan@h.vodafone.ne.jp

軽部

茨
城

水戸クラブ
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　日 14：00～17：00

水戸市立国田義務教育学校
（水戸市下国井町2595-1）

090-1536-9365
kenzo.s-1978129@docomo.ne.jp

鈴木

毎週　土 9：00～12：00
壬生町総合運動場体育館 武道場
（下都賀郡壬生町大字壬生甲3828）

毎週　土・日 9：00～12：00
陸自宇都宮駐屯地 体育館

（宇都宮市茂原1-5-45）

毎週　土 19：30～21：00
前橋市立宮城中学校 体育館

（前橋市鼻毛石町1564-1）

毎週　火・木 19：00～21：00
新田武道館

（太田市新田上江田町721-1）

毎週　火 19：00～21：00
高崎市立大類小学校 体育館

（高崎市南大類町543-1）

福島市
銃・短剣道スポーツ少年団

小学生・中学生
024-598-0653

scmunn0da8wtduu8sz23@docomo.ne.jp
木村

群
馬

群馬からっ風
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
090-4541-1150

i.ya.yo.com@gmail.com
阿久澤

鈴木
090-5958-9522

jyukendou.suzuki@outlook.jp
宇都宮銃剣道クラブ

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

栃
木

福
島
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埼
玉

埼玉クラブ 小学生・中学生・高校生 毎週　土または日 9：00～12：00
陸自大宮駐屯地 体育館

（さいたま市北区日進町1-40-7）
080-1216-0454 大森

小林道場
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　日 9：00～11：00

小林道場
（東金市山田1157）

090-4601-1278
manbou@kxe.biglobe.ne.jp

中村

毎週　火 17：30～19：00
陸自習志野駐屯地 体育館

（船橋市薬円台3-20-1）

毎週　木 17：00～18：00
大浜幼稚園

（船橋市薬円台4-6-3）

毎週　水 19：00～21：00
松戸市立牧野原中学校
（松戸市五香西4-39-1）

毎週　土 19：00～21：00
松戸市立栗ケ沢中学校
（松戸市小金原9-25）

四街道銃剣道連盟
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
不定期 18：00～20：00

陸自下志津駐屯地 体育館
（千葉市若葉区若松町902）

043-422-0465
h.nakao@topaz.plala.or.jp

中尾

練馬スポーツ少年
銃剣道クラブ

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

毎週　水・金 18：00～19：00
陸自練馬駐屯地 錬武館

（練馬区北町4-1-1）
048-463-9393

toshi-murai@w3.dion.ne.jp
村井

毎週　土・日・祝
のいずれか

12：00～15：00

隔週　水 12：00～15：00

港区スポーツセンター 武道場
（港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦内）

090-3916-6694
haru.ryu77@plum.ocn.ne.jp

小川

東部支部
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
090-1839-3215

sakigake324@jcom.home.ne.jp
古川

墨田区総合体育館が利用不可の場合など
※HP（https://www.jukendotokyo.com/）要確認

墨田区総合体育館 武道場
（墨田区錦糸4-15-1 錦糸公園内）

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

千
葉

舩橋武道倶楽部
小川道場

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

東
京

090-8502-6244
jimukyoku@jukendo.info

衛藤松戸練成館
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毎週　土 17：30～21：00

毎週　日 9：00～12：00

厚木山田道場
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
不定期　日
※抽選による

9：00～12：00
伊勢原市立武道館

（伊勢原市伊勢原3-17-30）
080-5401-9916

sakurasaku-momotarou@ezweb.ne.jp
山内

毎週　水・土
※要問い合わせ

19：00～21：00
横須賀市立衣笠中学校 武道場

（横須賀市平作2-31-1）

毎週　月・金 18：00～20：00
海自横須賀基地 厚生センター体育館

（横須賀市逸見町1丁目無番地）

小田原藤棚道場
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　土 19：00～21：00

小田原スポーツ会館 体育室
（小田原市南町1-1-40）

0465-69-1040
fukuchin@fukuchin.com

福田

毎週　火 18：00～19：30
スカイアリーナ座間 武道場
（座間市相武台1-47-1）

隔週　金 17：00～18：30
ますや酒店 1Fスペース 卓球室

（座間市相武台4-15-53）

毎週　月・水・金 19：00～21：00

毎週　土 10：00～12：00

不定期　土 19：00～21：00
旧三条市立第一中学校 武道場

（三条市島田2-18-43）

石
川

白山市スポーツ少年団
銃剣道クラブ

小学生・中学生 毎週　火・木・土 18：30～20：30
白山市立松任小学校
（白山市末広1-100）

090-2373-5875
rsy48573@nifty.com

山田

平松

横須賀桜道場
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
090-7227-6243

jukendo-kanagawa@outlook.jp
佐賀良

座間こども道場
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
090-2232-6361

masuyajunro@yahoo.co.jp
松橋

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

新潟県立三条商業高校 武道場
（三条市田島2-24-8） 080-1048-2810

niigata_jukendo@yahoo.co.jp
新
潟

本間道場
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
横浜市立宮谷小学校 体育館

（横浜市西区宮ヶ谷6-7）
doujou.honma.kenyuukai@gmail.com

神
奈
川

長谷川元気道場
（三条銃剣道スポーツ少年団）
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石
川

金沢市銃剣道クラブ 小学生・中学生 毎週　水・土 17：00～21：00
陸自金沢駐屯地 体育館

（金沢市野田町1-8）
090-7876-6265 宇田

長
野

飯島銃剣道クラブ
小学生・中学生・高校生

一般
毎週　月 18：15～19：15

飯島町Ｂ＆Ｇ海洋センター
トレーニングルーム

（上伊那郡飯島町七久保2589-10）

0265-86-6029
chimao.matsuda@cek.ne.jp

松田

岐
阜

瑞穂スポーツクラブ銃剣道 小学生・中学生・一般 隔週　土 13：00～15：00
瑞穂市市民センター
（瑞穂市別府1300-3）

058-326-8644 鷲見

毎週　木 19：00～21：00
東遠カルチャーパーク総合体育館

（掛川市大池2250）

毎週　土 19：00～21：00
静岡県立掛川工業高校

（掛川市葵町15-1）

毎週　水・金・土 18：00～21：00
グリーンパレス春日井 体育館

（春日井市東野町字落合池1-2）

不定期 ＊＊＊
名古屋市東スポーツセンター

（名古屋市東区大幸南1-1-10）

三
重

伊勢鋭鉾会
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
不定期　土・日 ＊＊＊

度会町民体育館
（度会郡度会町棚橋300）

0596-23-0703 中島

毎週　水 19：00～21：00
長浜市立南中学校 武道場

（長浜市永久寺町810）

毎週　金 19：00～21：00
長浜市立東中学校 武道場

（長浜市堀部町763）

毎週　日 17：00～20：00
彦根市武道場

（彦根市京町2-10-6）

滋
賀

090-2443-1898

愛
知

春日井クラブ
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
090-1295-3032 寺田

静
岡

九徳塾
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
090-6324-7041

jukensi_dice_k@yahoo.co.jp
寺村

掛川銃剣道連盟
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
大森

（ 6 / 9 ）



県名 団体名 対象者 練習日 時　間 場　所 連絡先 担当者

毎週　火・金 17：00～18：30

毎週　水 18：00～19：30

名倉銃剣道クラブ
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
第１・第３　土
第２・第４　日

13：30～16：00
神戸市立名倉小学校 体育館

（神戸市長田区房王寺町4-7-15）
080-3766-5059

samurai.toshi@i.softbank.jp
扶川

神戸剱進會
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　火 19：00～21：00

神戸剱進會道場
（神戸市兵庫区吉田町3-7-29）

090-1954-5953 増田

今津武道会　銃剣道部
中学生・高校生
大学生・一般

毎週　月・金 20：00～22：00
今津南市民館

（西宮市今津出在家町10-5）
080-5308-7148

nobuyoshi-npj@jttk.zaq.ne.jp
豊岡

和
歌
山

和歌山　榎本クラブ 中学生・高校生・一般 毎週　日 9：00～12：00
和歌山市民体育館

（和歌山市土入318-1）
090-1486-3701

tutttuuu@yahoo.co.jp
和中

鳥
取

鳥取県立武道館 小学生・中学生・高校生 毎週　月・木 18：00～20：00
鳥取県立武道館

（米子市両三柳3192-14）
090-1011-8549 瀬尾

毎週　火 18：30～20：00
陸自日本原駐屯地 体育館

（勝田郡奈義町滝本官有無番地）

毎週　木 18：30～20：00
津山市立新野小学校 体育館

（津山市西中591）

高島今津
銃剣道スポーツ少年団

小学生・中学生・高校生
滋
賀

兵
庫

勝北銃剣道クラブ
岡
山

小林

小学生・中学生・高校生
大学生・一般

090-4505-5159 三木

今津ちびっこ道場
（高島市今津町日置前310-2）

0740-32-0523
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広
島

小奴可剣友会 小学生・中学生 毎週　水・土 19：00～21：00
庄原市立小奴可小学校 体育館
（庄原市東城町小奴可320-5）

084-775-0521 井澤

岩国市銃剣道連盟
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
隔週　火 19：00～21：00

岩国市総合体育館 武道場
（岩国市平田1-40-1）

0827-32-4455
iwakunijukendo@sky.icn-tv.ne.jp

神﨑

宇部市銃剣道連盟
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　火・木 19：00～21：00

宇部市立武道館
（宇部市島3-9-30）

0836-31-9661
morotaku@c-able.ne.jp

諸石

毎週　火・金 19：30～21：00
四国セント歯科道場

（徳島市勝占町外敷地16-36）

毎週　火・木 16：00～17：00
陸自徳島駐屯地 体育館

（阿南市那賀川町小延413-1）

香
川

香川銃剣道ジュニアクラブ 小学生・中学生 毎週　土 8：30～11：00
尽誠学園高校 銃剣道場
（善通寺市生野町855-1）

090-8972-5365 石川

愛
媛

松山ジュニア銃剣道クラブ
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
隔週　土 9：00～11：30

陸自松山駐屯地 体育館
（松山市南梅本町乙115）

090-1410-6263 廣田

福
岡

うきは市銃剣道連盟
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　月・水 19：00～21：00

うきは市立吉井中学校 武道場
（うきは市吉井町福永58）

080-1743-0800 小野

山
口

徳
島

徳島県銃剣道連盟
中学生・高校生
大学生・一般

東川
090-7262-8155

capt-azuma-1104@tb4.so-net.ne.jp
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県名 団体名 対象者 練習日 時　間 場　所 連絡先 担当者

長
崎

大村協会少年銃剣道クラブ 小学生・中学生・高校生 毎週　月・水・金 19：00～20：00
大村市武道館

（大村市西三城町137）
090-9079-2876 納富

泗水少年銃剣道クラブ 小学生・中学生・高校生 毎週　火・木 20：00～21：00
菊池市営泗水武道館

（菊池市泗水町福本235）
096-242-3500

hha173458@ori.bbiq.jp
渋谷

合志支部クラブ 小学生・中学生・高校生 毎週　火・木 19：30～21：00
合志市立西合志南中学校

（合志市須屋2956）
096-242-3500

hha173458@ori.bbiq.jp
渋谷

鹿
児
島

霧島銃剣道クラブ
小学生・中学生・高校生

大学生・一般
毎週　火・木 17：00～19：00

霧島市立国分中央高校 体育センター
（霧島市国分中央1-10-1）

090-2396-1336
kagoshima.kenjuren@gmail.com

渡邉

熊
本
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