福山地区剣道道場名簿
道場名

地区

福

稽古日・時間

代表指導者

連絡先

網引剣道教室

網引小学校
広島県福山市新市町宮内１２４０

火・金１９：００～２１：０
０
（不定期土・日）

高山 祥嗣

高山 祥嗣 〒７２９－３１０５
広島県福山市新市町下安井９８－４
℡０８４７－５１－３０５４

加茂剣友会

加茂小学校
広島県福山市加茂町中野

日：
月：
水：
土：

福本 英俊

福本 英俊 〒７２０－２４１８
広島県福山市加茂町中野３５－５
℡０８４－９７２－７２７２

克己剣心会

神辺高等学校
福山市神辺町川北３７５－１

月・水・土
１９：３０～２１：００

森永 博徳

森永 博徳 〒７２０－２１２４
広島県福山市神辺町川南１０３－１ カーライフ
サポートBAKU
℡０８４－９６２－５５８９

誠之道場

誠之中学校
福山市新涯町６－１４－１

月・木１９：００～２０：３
０
土 ９：００～１
２：００

今藤 克明

今藤 克明 〒７２１－０９５５
広島県福山市新涯町６－２３－１６
℡０８４－９５３－８１６２

千剣会

千田小学校
福山市千田町３－１６－２６

木：１７：３０～１９：３０
土：１８：００～２０：００

金尾 静一

金尾 静一 〒７２０－００１７
広島県福山市千田町２－１３－３３－１
℡０８４－９５５－６０２３

新市剣道教室

月・木：新市小学校：新市町新市８５２
土 ：新市中央中学校：新市町新市１３０５

月・木・土
１９：００～２１：００

岡本 好弘

岡本 好弘 〒７２９－３１０３
広島県福山市新市町新市１２２５－３
℡０８４７－５２－４４９３

坪生剣友会

水：鳳中学（福山東雲会と合同）
土：東明中学校

水：
土：６：３０～８：３０

神原 育雄

神原 育雄 〒７２１－０９０３
広島県福山市坪生町１－１４－４
０８４－９４７－０７３６

戸手剣道教室

月
：芦田中学校
水・金 ：戸手小学校

月・水・金
１９：００～２１：００

小野 貫和

小野 貫和 〒７２９－３１０１
広島県福山市新市町戸手
℡０８４７－５１－３６３０

常金丸剣道教室

常金丸小学校：福山市新市町金丸６８４
常金中学校：福山市新市町金丸４１４

火・木・土
１９：００～２１：００

桑田 哲男

桑田 哲男 〒７２９－３１１１
広島県福山市新市町金丸８４９－６
℡０８４７－５７－８８５９

福山南剣友会

川口小学校
広島県福山市川口町２－２－１

三好 豊彦

三好 豊彦 〒７２０－０８２５
広島県福山市沖野上町２－１１－６－３０４
℡０８４－９２６－２９８８

深津剣道少年団

深津小学校
広島県福山市東深津町２－５－１

藤井 正弘

藤井 正弘 〒７２１－０９７３
広島県福山市南蔵王町３－１４－２３
℡０８４－９２１－１３７５

山本 義倫

山本 義倫 〒７２０－０５４３
広島県福山市藤江町２３０２
℡０８４－９３５－８７１０
原田 謁司 〒７２０－０８０５
広島県福山市御門町１－４－８
℡０８４－９４４－３８３３

７：００～９：００
１９：００～
１８：３０～
１８：００～

精華中学校
広島県福山市金江町金見１９２１

火・土１８：１０～２０：０
０
木
１８：３０～
２１：００
月・木１８：３０～２０：０
０
土 １７：３０
～１９：００
（一般
１９：００～２０：００）
月・金
１８：００～２０：００

福山尚南剣道教室

福山市立南小学校
広島県福山市明治町４－１

月・水１９：００～２０：３
０
土 １８：３０～
２０：００

黒田 武雄

福山市武道館

福山市武道館
広島県福山市丸之内１丁目９－６

火・金
１８：００～１９：００

津田 正臣

山 藤江剣道クラブ

市

稽古場所

少年剣道教室

市

福山竹の子会

福山市立旭小学校
広島県福山市入船町１－２－１

水１８：３０～２０：００
自由参加
２０；００～２１：００

道下 真樹

道下 真樹 〒７２０－０８１６
広島県福山市地吹町１２－２６
℡０９０－８８０３－６３８７

福山東雲会

鳳中学校
広島県福山市伊勢丘６－５－１

月・水・土
１８：３０～２０：００

大谷 聡志

大谷 聡志 〒７２１－０９１５
広島県福山市伊勢丘８－１６－３
℡０８４－９４８－０６１８

福山曙剣道クラブ

月・木：曙小学校 曙町５－１６－３
水・土：川口東小学校 東川口町５-１３-４６

月・水・木
１９：００～２１：００
土 １８：００～２０：００

小林 嗣尚

小林 嗣尚 〒７２１－０９５５
広島県福山市新涯町６－２－２９
℡０９０－１０１５－０１１１

引野剣友会

引野小学校
広島県福山市引野町４０３２

剣道（水・金・土） １８：００～２０：０
０ 居合道（金）２０：００～２２：００
（第２，４日）１６：００～１９：００

山﨑 雅彦

山﨑 雅彦 〒７２１－０９４２
広島県福山市引野町４４－１
℡０８４－９４５－１０３９

福山西みどり会

福山西警察署
広島県福山市神村町３１０６－１

金：１８：３０～２０：００
土：１７：００～１９：００

市川 昌志

福山西警察署 少年課 〒７２９－０１１２
広島県福山市神村町３１０６－１
℡０８４－９３３－０１１０

水吞剣道教室

水呑小学校
広島県福山市水呑町

木：１８：３０～２０：００
土：１７：３０～１９：３０

村上 裕正

村上 裕正 〒７２０－０８３３
広島県福山市水呑向丘２００
℡０８４－９５６－１５２２

宜山剣道教室

宜山小学校
福山市駅家町今岡４２４

火・木・土
１９：００～２１：００

戸田 清史

戸田 清史 〒７２１－１１４２
福山市駅家町上山守２２７－３
℡０８４－９７６－１２０２

道上剣友会

道上小学校：神辺町道上1923-1
神辺東中学校：神辺町下竹田959-1

月・水・木・土
１９：００～２１：００

矢吹 秀介

矢吹 秀介 〒７２０－２１１６
広島県福山市神辺町平野１６７
℡０８４－９６２－２４７５

湯田剣道教室

月・金湯田小学校：神辺町徳田
水 神辺旭高校：神辺町川北

月・水・金
１９：００～２１：００

佐藤 久志

佐藤 久志 〒７２０－２１２６
広島県福山市神辺町徳田１４２６－１
℡０８４－９６２－１３７９

上下剣道教室

上下格技場
広島県府中市上下町上下

日： ６：３０～７：３０
木・土１８：３０～２０：０
０

竹花 崇志

竹花 崇志 〒７２９－３４０１
広島県府中市上下町小塚１０２４
℡０８４７－６２－２７８９

府中市立南小学校：府中市用土町４４４
生涯学習センター：府中町２７－１

月・水
１９：００～２０：３０

山地 英利

山地 英利 〒７２６－００１３
広島県府中市高木町１０１５－１
０８４７－４５－４０７３

府中明郷小学校
広島県府中市篠根町６６１

火・木
１９：００～２１：００

宮原 哲也

宮原 哲也

府
中 府中剣道教室
市

明郷剣道教室

