広 島 市 地 区 剣 道 道 場 名 簿
道場名

地区

稽古場所

稽古日・時間

代表指導者

千田剣道クラブ

千田小学校
広島市中区東千田町2丁目

水・金 17：30～１９：３０
一般１９：３０～２１：００

松尾 厚弘

中島健和会

中島小学校
広島市中区加古町１０－８

日：９：００～１２：００
木：１８：３０～２１：００

川口

幟剣道クラブ

幟町小学校
広島市中区幟町３－１０

火・土
１７：００～１９：００

森野 文雄

袋町小学校
広島市中区袋町６－３６

火・土
１７：００～１９：００

浅田 健次

本川小学校
広島市中区本川町1丁目５－３９

木・土：１７：００～１９：３
０

山崎 信夫

基町小学校
広島市中区基町２０－２

月・水・土
１７：００～１９：００

松田 相悦

養心館

江波中学校 武道場
広島市中区江波西1丁目１ー１３

吉島剣児会

吉島体育館：中区吉島西3-2-11
吉島小学校：中区吉島西3-4-60

若鯉会

広島市東警察署 武道場
広島市中区富士見町11-13

月・木：１９：００～２０：３
０ 土 ：１５：００～１
７：００
火・木・土
１８：３０～２０：００
中学生以上は21：00ま
で
月・木
１８：３０～２０：００

井口台剣道教室

井口台小学校
広島市西区井口台3丁目５－１

水
１９：００～２１：３０

草津小学校：西区草津東2-12-1
西区ＳＣ：西区庚午南2-41-1

火・木・土１８：３０∼２１：０

鈴が峰小学校
広島市西区鈴が峰町３６－２

火・金
１９：１５～２０：３０

樺山 陽介

いきいきプラザ：西区福島町1－19－12
己斐上中学校：西区己斐上6－452－4
天満小学校：西区天満町１－２７

月・木・土
１９：００～21：00
初心者は20：00まで

野口

古田中学校
広島市西区古江西町２７－１

火・木・金
１９：００～２１：００

動道 博幸

中 袋町樟和会

本川旭桜会
区 基町剣道教室

護

中西 保二
皿田 正廣
堀田 真二
石井 克佳

連絡先
松尾 厚弘
〒730-0049
広島県広島市中区南竹屋町１１－５
℡０８２－２４５－２４７１
植吉 徹 〒７３０－０８２２
広島県広島市中区吉島東１－２－２６
℡０８２－２０９－４１２８
森野 文雄
〒７３０－００１３
広島県広島市中区八丁堀９－４
℡ ０８２－２２１－２８４５
茶谷 聖良
〒７３０－００４１
広島県広島市中区小町２－２８－７０４
℡０９０－９５０５－９００９
山口 千晴 〒７３０－０８５１
広島県広島市中区榎町１０－１８－３０１
℡０８２－２９２－９５０２
中川 真琴 〒７３２－００１１
広島市東区戸坂千足１－８－２３－９０３
℡０９０－８０６８－８３３９
青木 博 〒７３０－０８３４
広島市中区江波二本松１－１２－２６
℡０８２－２９１－０７４４
皿田 正廣 〒７３０－０８２５
広島県広島市中区光南３－１－６
℡０８２－２４３－０５７０
広島東警察署 生活安全課 若鯉会
℡082-258-0110（内272）
730-0043 広島市中区富士見町11-13
石井 照子 〒733-0844
広島市西区井口台2丁目17-11
℡０８２－２７８－３８９４

庚午剣道教室
草津剛剣会
西 鈴が峰剣道教室

福島勇武館
区 広島己斐剣心会

０
で

初心者は20：00ま

伊勢 信次

真

伊勢 信次 〒７３３－０８６２
広島県広島市西区草津浜町１７－２
℡０８２－２７８－００６５
樺山 陽介 〒７３３－０８５２
広島県広島市西区鈴が峰町３８‐6‐503
℡０８２－２７８－５９８９
檜山 浩司 〒７３３－００２３
広島県広島市西区都町１０－１３－２
℡０８２－２３４－５３５２
動道 博幸 〒７３３－０８１２
広島市西区己斐本町2‐9‐4(日本武道内)
℡０８２－２７３－０４７１

区

広島己斐鯉城館

己斐中学校
広島市西区己斐上3丁目３５－１

月・木・金
１８：３０～２１：００

久保 法章

広島己斐道場

己斐小学校
広島市西区己斐上2-1-1

火・金・土
１８：３０～２０：３０

寺岡

広島三篠剣道クラブ

中広中学校
広島市西区中広町3丁目1-41

月・水 １８：３０～２１：００
木金土１９：００～２１：００
一般月２０：００～２１：００
一般土１９：００～２１：００

田原 輝行

大河剣道クラブ

大河小学校
広島県広島市南区旭1丁目８－１

火・木・土
１８：００～１９：３０

住田

晃

宇品体協剣道部

宇品中学校
広島市南区宇品東5丁目1-51

月・水・土
１９：００～２１：００

渡子

健

仁保剣友会

仁保小学校
広島市南区仁保新町2丁目

月・木 １７：２０～１９：２０
月1回日、９：００～１２：００

名越 基康

楠剣会

広島市南区スポーツセンター
広島市南区楠那町７－３１

金 １８：００～２０：００
月（土）（不定期・時間変更
有） １５：００～１７：００

森上 匡俊

広島柏樹剣禅館

月、青崎小学校：南区青崎1丁目15-51
金、青崎公民館：南区青崎1丁目12-7

月・金１９：００～２１：０
０

広島市南錬成会

翠町中学校
広島市南区翠4-15-1

日・火・木・土
１８：００～２１：００

比治山学区剣道クラブ

比治山小学校：南区上東雲町28-28
段原中学校：南区霞1丁目3-30

安芸剣友会

温品小学校
広島市東区温品７－８８

牛田新町剣道クラブ

牛田新町小学校
広島市東区牛田新町1-15-1

牛田剣道教室

牛田小学校
広島市東区牛田旭1丁目14-15

～２１：００
土：
１５：３０～１９：３０
火・木１８：００～１９：３
０
土 １７：００～
１９：００

広島翠嵐塾

戸坂中学校武道場
広島市東区戸坂新町3-1-1

水・金・土
１８：３０～２１：００

小原 英樹

広島仁風館

二葉中学校武道場
広島市東区光町2丁目15-8

火・木・土
１８：００～２１：００

髙橋征四郎

潤

久保 法章 〒７３３－０８１５
広島県広島市西区己斐上3丁目５－４０
℡０８２－２７１－１３０７
川上 美香 〒７３３－０８２２
広島県広島市西区庚午中1-9-40-104
℡０８２－２７５－３０６０
田原 輝行 〒７３３－０００３
広島県広島市西区三篠町2丁目15-2
℡０８２－２３７－４７０７
住田 晃 〒７３４－００３６
広島県広島市南区旭3丁目7-14-302
℡０８２－２５１－６１８６
渡子 健 〒７３４－０００５
広島県広島市南区翠1丁目10-10-102
℡０８２－２３６－９２５３

段原学区剣道部
南

区

東

月：１７：３０～１９：００
水：１９：００～２１：００
土：１７：３０～１９：３０
火・金１８：００～１９：３
０
第2、第4土
１３：００～１４：００

月：１９：００～２１：００（中学
校）
木：１８：３０

藤原 宣之
二宮 義一
三谷 雅俊
中西 秀洋
松下 敬之

名越 基康 〒７３４－００２４
広島市南区仁保新町2丁目5-36-803
℡０８２－２８６－７３１２
木本 雄士 〒７３４－００３２
広島県広島市南区楠那町８－４１
℡０８２－２１５－２４６８

村上 徹朗 〒７３２－０８０３
広島県広島市南区南蟹屋1-10-35-209
℡０９０－４５７３－００６２
中島 圭子 〒７３４－００２２
広島県広島市南区東雲2丁目11-33-901
℡０８２－５１０－０８２４
三谷 雅俊 〒７３２－００３３
広島県広島市東区温品6-18-4
℡０８２－２８９－２３６３
中西 秀洋 〒７３１－０１２１
広島市安佐南区中須2-14-10-1103
℡０８２－８３１－５０９５
松下 敬之 〒７３２－００６８
広島市東区牛田新町2丁目4-25-603
℡０８２－２２８－９６０４
小原 英樹 〒７３２－００１３
広島県広島市東区戸坂南２－４－２
℡０８２－２２０－１９２３
髙橋 レイ子 〒７３２－００５１
広島県広島市東区光が丘１４－４
℡０８２－５６８－５６７０

広島明道舘

広島明道舘
広島市東区中山南1丁目6-13

月・火・木・金
１９：００～２０：３０
土 ９：００～１１：３０

石田 武志

福木剣友会

福木小学校
広島市東区馬木9丁目1-2

木：１７：３０～１９：３０
土：１６：００～１８：００

大成 哲彦

戸坂剣児会

戸坂小学校
広島市東区戸坂出江2丁目1-1

水・土
１６：３０～１９：００

奥田 政次郎

早稲田剣友会

早稲田小学校
広島市東区牛田早稲田4丁目9-1

月・水
１８：３０～２１：００

白石 誠一

五剣会五日市支部

五日市小学校
広島市佐伯区五日市3-1-1

火・木
１９：００～２０：３０

坂和 正己

五剣会観音支部

五日市観音小学校
広島市佐伯区三宅4丁目

区

佐 五剣会河内支部

月：河内小学校
河内体育館剣道場
土：彩が丘小学校

月：１８：００～１９：００
水：１９：００～２１：００
土：１７：００～１８：００
木： 月：１８：３０～２０：００
木：１８：３０～２０：３０
土：１４：００～１６：００
月・木：１９：００～２１：３
０ 土 ：１８：３０～２
１：００

辻

通利

髙橋 勖 〒７３１－５１４３
広島県広島市佐伯区三宅4丁目１２－２５
℡０８２－９２２－２５９１

田村 靖雄

河村みゆき 〒７３１－５１５３
広島県広島市佐伯区河内南1丁目３７－２
℡０８２－５７８－４０２６

北村 昭夫

北村 昭夫 〒７３１－５１０１
広島県広島市佐伯区五月が丘３－８－１１
℡０８２－９４１－１１１５

五剣会五月が丘支部

月：五月が丘中学校
木・土五月が丘小学校

五剣会南支部

五日市南中学校 海老園４－２－２１
楽々園小学校 楽々園6丁目８－１

水：１８：３０～２０：３０
土：１８：００～２０：００

手島 和範

玉代 由美子 〒７３１－５１３５
広島市佐伯区海老園1丁目１２－３５
０８２－９２１－０２４７

八幡小学校
八幡東小学校
城山中学校

月・木・土
１９：００～２０：３０
１８：３０～２０：３０

滝田 謙次

古藤 まゆこ 〒７３１－５１１６
広島県広島市佐伯区八幡3丁目１４－１２－１
℡０８２－９２９－８８６７

心成館もみじ道場

城山中学校
広島市佐伯区城山2-17-1

月・火・金（水・土）
１９：００～２１：００

桐木

司

湯来南剣友会

湯来体育館：湯来町白砂1-1215-1
砂谷中学校：湯来町伏谷５－１

月・木
１８：３０～２０：３０

吉野

健

阿戸剣道教室

阿戸中学校
広島市安芸区阿戸町2847

月・木
１８：３０～２１：００

上野 和雄

上野 和雄 〒７３９－０３１３
広島県広島市安芸区瀬野西１－８－１６
℡０８２－８９４－５７５０

瀬野剣道教室

瀬野小学校：瀬野1ー35-35-32
どり坂小学校：瀬野西1-38-1

日・木：１９：３０～２１：０
０ 土（隔週）19：
00~21：00

富田

稔

宮本 京子 〒７３９－０３１２
広島県広島市安芸区瀬野町２７４７
℡０８２－８９４－１３４７

中野東正武会

中野東小学校
広島市安芸区中野5丁目11-1

日・木
１９：００～２０：３０

宮本

剛

宮本 剛 〒739-0321
広島県広島市安芸区中野5丁目27-17-5
℡０８２－８９３－２０６０

船越修武館

船越小学校：船越5丁目22-11
船越公民館：船越5丁目22-23

水：１７：００～１９：００
土：１６：００～１９：００

三上

学

岡 清二 〒７３６－００８２
広島県広島市安芸区船越南2丁目１８－１８
℡０８２－８２２－３５０３

伯

区 五剣会八幡支部

安

み

芸
区

石田 武志 〒７３２－００５４
広島県広島市東区愛宕町７－２３－３０３
℡０８２－２６１－１７５７
大谷 照美 〒７３２－００２９
広島県広島市東区福田1丁目２５８８－４
℡０８２－８９９－５７４７
吉川 雅子 〒７３２－０００２
広島市東区戸坂山根1丁目3-2-405
℡０９０－８６０６－４５００
白石 真見 〒７３５－００２２
広島県安芸郡府中町大通2丁目２－７
℡０８２－２３６－７８７６

宮崎 嘉隆 〒７３８－０５１４
広島県広島市佐伯区杉並台４３－４
℡０８２９－８６－１８９８

区

みどり坂小学校
広島市安芸区瀬野西１－３８－１

水：１９：３０～２１：３０
土：１７：３０～２１：３０

岡﨑 文寛

岡﨑 文寛 〒７３９－０３１３
広島県広島市安芸区瀬野西５－２０－４
℡０８２－８９４－４４５６

矢野剣志会

木・土：矢野小学校・矢野西6-11-1
火：矢野南小学校・矢野南4-17-1

火・木・土
１８：３０～２０：３０

平岡 重宏

平岡 重宏 〒７３６－００８３
広島県広島市安芸区矢野東5丁目1-24-403
℡０８２－８８９－２７７９

大林剣道クラブ

大林小学校
広島市安佐北区大林４－１４－１

金・土
１９：２０～２１：３０

岩田 啓司

岩田 啓司 〒７３１－０２１２
広島県広島市安佐北区三入東２－６０－１４
℡０８２－８１８－１４７２

落合剣道部

落合小学校
広島市安佐北区落合南2-13-1

木：１９：００～２１：００
土：１７：００～１９：００

井上 和孝

小林 豊明 〒７３９－１７３２
広島県広島市安佐北区落合南2-30-10-102
℡０８２－８４３－０８５３

狩小川志道館

狩小川小学校
広島市安佐北区上深川町1345

月・木
１８；３０～２０：００

徳島

徳島 寛 〒７３９－１５２１
広島県広島市安佐北区白木町三田2349-16
℡０８２－８２９－００９９

可部剣道クラブ

可部中学校
広島市安佐北区可部7-2-1

水
１９：３０～２１：３０

中西 兼一

中西 兼一 〒７３１－０２２１
広島県広島市安佐北区可部６－３１－３３
℡０８２－８１４－８０２０

可部南剣道クラブ

可部南小学校
広島市安佐北区可部南2-11-1

木
１９：３０～２１：３０

中本 浩史

中本 浩史 〒７３１－０２２３
広島県広島市安佐北区可部南４-18-38
℡０８２－８１５－３３９７

亀崎養武会

亀崎小学校・中学校
広島市安佐北区亀崎４-２-１

木：１８：３０～２１：３０
金：１９：３０～２１：３０
土：１８：３０～２１：３０

杉本 忠治

佐藤 喜子 〒７３９－１７４３
広島県広島市安佐北区倉掛２－３５－１０
℡０８２－８４２－５９９１

亀山剣道クラブ

亀山小学校
広島市安佐北区亀山５-１１-１

月・木・金
１９：２０～２１：３０

増西 伸治

増西 伸治 〒７３０－０８１３
広島県広島市中区住吉町１４－７－１１０２
℡０８２－５７３－１８１５

亀山南剣道クラブ

亀山南小学校
広島市安佐北区亀山南３-２８-２

土
１９：００～２１：３０

松川有太郎

松川 有太郎 〒７３１－０２３２
広島県広島市安佐北区亀山南３－４－１４
℡０８２－８１４－１６８９

久地剣友会

久地南小学校
日
広島市安佐北区安佐町くすの木台 １６：００～１８：００
５５-１

佐々木悦治

北村 啓二 〒７３１－３３６２
広島県広島市安佐北区安佐町久地１２５３－３
℡０８２－８３７－０８０５

口田剣友会

口田小学校
広島市安佐北区口田南２-７-２

水：１８：００～１９：３０
土：１７：３０～２０：００

西野 友明

西野 友明 〒７３９－１７３３
広島県広島市安佐北区口田南４－１０－４
℡０８２－５１６－８２２２

口田東剣秀館

口田東小学校
広島市安佐北区口田２-１-１

金：１９：００～２１：００
土：１７：００～１９：００
日：１０：００～１２：００

田頭 国広

田頭 国広 〒７３９－１７３３
広島県広島市安佐北区口田南９－９－３５
℡０８２－８４５－０１５３

倉掛剣道教室

倉掛小学校
広島市安佐北区倉掛１-１３-１

水：１８：００～１９：３０
土：１７：３０～１９：３０

土田 秀史

土田 秀史 〒７４２－１５０４
山口県熊毛郡田布施町川西１１４３
℡０８２０－５２－１０９８

向陽伸和会

落合東小学校
広島市安佐北区落合４-１３-１

水：１８：００～２０：００
土：１７：３０～２０：００
日：９：００～１２：００

林

林 優吉 〒７３９－１７３２
広島県広島市安佐北区落合南４－１５－３３
℡０９０－４８０８－６７４９

白木剣友会

元白木高校体育館
安佐北区白木町秋山１１８８

金：２０：００～２１：３０
土：１８：００～１９：３０

鳴門 順康

みどり坂剣道倶楽部

安

佐

北

区

碧塾

寛

優吉

鳴門 順康 〒７３９－１４１１
広島市安佐北区白木町市川１６７７－１
℡０８２－８２８－１７６５

鈴張小学校
島市安佐北区安佐町鈴張１８９６

深川剣道クラブ

深川小学校
広島市安佐北区深川5－１２－２

火：１８：００～１９：３０
土：１７：００～１８：３０

中村 静雄

中村 静雄 〒７３９－１７５１
広島県広島市安佐北区深川２－３７－５
℡０８２－８４３－３３４０

真亀剣心会

真亀小学校
広島市安佐北区真亀5－28－1

水・金・土
１８：３０～２０：００

松本 伸司

松本 伸司 〒７３９－１７３３
広島県広島市安佐北区口田南８－５４－２５
℡０８２－８４５－０３３５

凜風館道場

日浦中学校
広島市安佐北区あさひが丘7－20－1

火・金・日
１８：３０～２１：30

岡田

岡田 潤 〒７３１－３３６１
広島県広島市安佐北区あさひが丘５－２－３
℡０８２－８３８－２３５８

大町剣道教室

大町小学校
広島市安佐南区大町西2丁目２４－１

日：８：３０～１０：３０
土：１７：３０～１９：３０

山下 和信

川内小学校
広島市安佐南区川内5丁目40-1
城南中学校
川内6丁目8-1

中学校
火、水：19：30～21：30
小学校 木：18：30～19：30
土：18：00～21：30

田丸 和男

川内剣道教室
祇園剣武会

祇園小学校
広島市安佐南区祇園３－１－２７

伴剣道教室

安佐南区スポーツセンター

伴東剣道教室

広 月・木
１８；５０～２１：００

藪 浩二 〒７３１－１１４２
広島県広島市安佐北区安佐町飯室６８７８－４
℡０８２－８３５－２７５４

鈴張剣道クラブ

広島市安佐南区伴東３－１３－１６

伴東小学校
広島市安佐南区伴東7丁目11-1
安佐南区スポーツセンター
月・木東原中学校：東原３－８－１
東野小学校：東野１－７－１

安 中筋スポーツ少年団 土

日：８：３０～１１：００
水：１８：３０～２０：００
土：１８：００～２１：００
日：１７：００～１９：００
水：１７：３０～１９：３０
土：１９：００～２１：００
木、土
１９：００～２１：００

藪

浩二

潤

０８２－８７６－２７２２

佐瀬 晋一
久保 繁晴
田坂 和歳

月、木：１８；４５～２０：３０

土
０

：１７：３０～２０：０

山下 和信 〒７３１－０１０１
広島市安佐南区八木四丁目29-25-501
０８２－８７３－１３１５
田丸 和男 〒７３１－０１０２
広島市安佐南区川内2丁目３７－２－３０２

門田 一晃

山田 洋司 〒７３１－０１３８
広島市安佐南区祇園2-14-18-101
０８２－８４６－２１８５
久保 繁晴 〒７３１－３２７２
広島市安佐南区沼田町吉山２４３５
０８２－８３９－２５９０
田坂 和歳 〒７３１－３１６４
広島市安佐南区伴東８丁目２４－１７
０８２－８４８－８４２４
杉本 亜由香 〒７３１－０１１２
広島市安佐南区東原３－１３－４７－２０５
０８２－２９５－５３６９
松田 洋之 〒７３１－０１３６
広島市安佐南区長束西3－13－4－３
０８２－２３７－６１６６
松野 輝幸 〒７３１－０１０１
広島市安佐南区八木3丁目3‐15‐204
０８２－８７３－５０６４

長束健武会

長束中学校
広島市安佐南区長束西1-26‐2

土：１９：００～２１：３０

中村 崇浩

梅林剣道教室

梅林小学校
広島市安佐南区八木3丁目3－9

月・水：19：00～21：30
土 ：18：00～19；30

松野 輝幸

毘沙門台剣道教室

毘沙門台小学校
広島市安佐南区毘沙門台3丁目1
－1

火・金・土
１８：００～２１：００

閑田 俊輔

閑田 俊輔 〒７３１－０１５２
広島市安佐南区毘沙門台東1丁目2－2

広島志尚会

安佐南警察署
広島市安佐南区西原9丁目3－20

月・木・金
１９：００～２１：００

川上 修二

川上 修二 〒７３１－０１１１
広島市安佐南区東野3丁目4－3－26
０８２－８７９－８４３４

佐

原剣心会

南

広島西風道場
区

区

広島剣会
広島八木尚武会
緑井剣武会

安西小学校・中学校
広島市安佐南区高取南２－１８－１
中学校（３－２７－１）

日：１８：００～２０：００
木：１８；３０～２０：３０
土：１７：４５～２０：１５
日：９：００～１０：３０
日：八木小学校 八木９丁目１７－１
木：１８；３～２０：００
土・木：城北中学校 八木５丁目３４－１
土：１７：３０～１９：００
緑井小学校
広 月・水：１９：００～２１：３
０
土：１８：００～１
島市安佐南区緑井４－３１－１
９：３０

松葉口義也
中村

澄

松野 晃幸

安北剣道教室

安北小学校
日・土
広島市安佐南区高取北2丁目30-1

安剣道教室

安公民館
広島市安佐南区伴北７－１０－５

日：８：３０～１１：３０
土：１７：３０～１９：３０

渡辺 綱治

山本剣道クラブ

山本小学校
広島市安佐南区山本3丁目１３－１

日：８；３０～１１：００
木・土：１７：３０～１９：０
０

長妻 和之

2時間

近藤 麻衣 〒７３１－３１６８
広島市安佐南区伴南４丁目４２－１９
０８２－５５５－３５１４

森岡 直子

松野 晃幸 〒７３１－０１０１
広島市安佐南区八木３丁目３－１５－２０４
０８２－８７３－５０６４
後藤 和夫 〒７３１－０１１２
広島市安佐南区東原1丁目１１－３６
０８２ー８７１－３４５８
八木 千保 〒７３１－０１５４
広島市安佐南区上安2丁目３８－１０－２０
７
０８２－５５５－８５５１
沖野 美緒 〒７３１－０１３７
広島市安佐南区山本6丁目３７－１６

