
関連情報

県内スポーツ少年団・クラブチーム等一覧

№ 地区 市町村 団体名 主な活動場所 問い合わせ先☎ 問い合わせ先✉ 担当者名

1 中毛 前橋市 大胡城山道場スポーツ少年団 大胡中学校 027-283-5227 吉田 茂雄

2 中毛 前橋市 粕川少年剣道スポーツ少年団 粕川中学校 027-285-4131 池田 忠行

3 中毛 前橋市 群馬県武道館剣道教室スポーツ少年団 ALSOKぐんま武道館 027-288-7767 小林 一隆

4 中毛 前橋市 剣獅舘道場スポーツ少年団 朋栄スポーツセンター内 090-1651-3056 設楽 圭佐

5 中毛 前橋市 弘武館松澤道場 弘武館松澤道場（古市町） 松澤 和則

6 中毛 前橋市 広瀬剣道友好会スポーツ少年団 第七中学校 090-1103-2097 新倉 明彦

7 中毛 前橋市 富士見剣士会スポーツ少年団 富士見中学校 井下 勝生

8 中毛 前橋市 前橋剣修会スポーツ少年団 群馬修道館（下小出町） 027-232-4681 狩野　誠

9 中毛 前橋市 前橋少年剣士会武神館道場スポーツ少年団 桃瀬小学校ほか 027-224-1699 萩原　徹

10 中毛 前橋市 前橋　尚武館　剣道スポーツ少年団 荒砥中学校 027-212-8110 小野 竜司

11 中毛 前橋市 みやぎ少年剣道教室スポーツ少年団 宮城中学校 027-283-8326 都丸 一弘

12 中毛 伊勢崎市 東剣友会スポーツ少年団 あづま中学校体育館・柔剣道場 梅原 幹生

13 中毛 玉村町 上陽少年剣道教室スポーツ少年団 上陽小学校 金井 章臣

14 北毛 渋川市 金島櫻剣勇会スポーツ少年団 金島小体育館 佐藤 五男

15 北毛 榛東村 榛東村スポーツ少年団剣道部スポーツ少年団 地区体育館（榛東中学校道場） 重松 和広

16 北毛 吉岡町 吉岡町剣道スポーツ少年団 社会体育館剣道室 090-4603-2816 根岸 和則

17 西毛 高崎市 上郊剣道クラブスポーツ少年団 高崎市立上郊小学校体育館 027-373-6405 新井 和雄

18 西毛 高崎市 笠井剣道場スポーツ少年団 龍武館笠井剣道場 027-371-3327 笠井 道男

19 西毛 高崎市 群馬雷鳴館 群馬雷鳴館道場 027-346-2789 齊藤 源基

20 西毛 高崎市 新高尾剣道クラブスポーツ少年団 高崎市立新高尾小学校体育館 027-362-8675 松崎 譲治

21 西毛 高崎市 須田道場剣道スポーツ少年団 東明館須田道場 027-343-7559 須田 尚猛

22 西毛 高崎市 高崎警察署少年剣道教室スポーツ少年団 高崎警察署 027-328-0110 原田　淳

23 西毛 高崎市 高崎中央道場スポーツ少年団 高崎市中央小学校体育館 027-322-3575 宮島 孝順

24 西毛 高崎市 高崎剣道教室スポーツ少年団 高崎市武道館 027-327-3977 笠井 秀昭

25 西毛 高崎市 高崎魁洸館長井剣道場スポーツ少年団 高崎魁洸館長井剣道場 027-352-3434 長井 憲一

26 西毛 高崎市 榛名剣道教室スポーツ少年団 高崎市榛名体育館内剣道場 027-360-8111 下山　豊

27 西毛 高崎市 箕郷剣道教室スポーツ少年団 高崎市立箕郷中学校体育館 027-371-2688 林　行広

28 西毛 高崎市 吉井町剣道教室スポーツ少年団 高崎市吉井体育館 027-387-9070 齋藤 友充

29 西毛 高崎市 錬心館中島道場スポーツ少年団 錬心館中島道場 027-323-3265 中島 瓔子

30 西毛 高崎市 練心館宮崎剣道場スポーツ少年団 練心館宮崎道場 027-373-4249 宮崎 忠吉

31 西毛 高崎市 錬武館金井道場スポーツ少年団 錬武館金井道場 027-343-3206 難波 藤作

32 西毛 藤岡市 藤岡市剣道教室スポーツ少年団 藤岡市民体育館（庚申山） 齋藤 芳和

33 西毛 富岡市 妙義剣道スポーツ少年団 妙義総合体育館 渡辺 光義

34 西毛 安中市 安中剣道教室 前村　均

35 西毛 甘楽町 甘楽剣道会スポーツ少年団 福島小学校・甘楽第一中学校 0274-74-3278 内藤 郁芳

36 北毛 昭和村 昭和剣道スポーツ少年団 昭和中学校武道場 林　勝美

37 北毛 みなかみ町 月夜野東部剣道スポーツ少年団 南部体育館剣道場 高橋 一夫

38 北毛 みなかみ町 新治少年剣道クラブスポーツ少年団 新治B&G海洋センター 本多　工

39 北毛 草津町 草津町剣道スポーツ少年団 磯野 孝之

40 北毛 嬬恋村 嬬恋剣仁会 小林 竜太

41 北毛 嬬恋村 嬬恋剣友会スポーツ少年団 嬬恋高校武道場・体育館 080-5403-4703 坂口 次郎

42 北毛 沼田市 白沢少年少女剣道教室スポーツ少年団 白沢村武道館 0278-53-2818 角田 好夫

43 北毛 沼田市 沼田剣桜会少年剣道クラブスポーツ少年団 沼田剣桜会道場 0278-24-9610 田原　泰

44 北毛 東吾妻町 東剣道教室スポーツ少年団 玉橋 充弘

45 東毛 桐生市 相生剣道スポーツ少年団 相生小学校 0277-54-6186 青木 順一



46 東毛 桐生市 新里剣道教室スポーツ少年団 新里中央小学校 見供 重樹

47 東毛 太田市 太田少年剣友会スポーツ少年団 氏家 幸男

48 東毛 太田市 尾島剣道スポーツ少年団 尾島中学校武道館・尾島小学校体育館 守家 秀昭

49 東毛 太田市 休泊剣道会スポーツ少年団 粕谷　明

50 東毛 太田市 薮塚本町剣道クラブスポーツ少年団 藪塚小学校・藪塚社会体育館 0277-78-5488 植木 邦男

51 東毛 館林市 慈光神武館スポーツ少年団 慈光神武館道場 0276-74-1669 西尾　徹

52 東毛 みどり市 大間々剣道教室スポーツ少年団 飯川 弘文

53 東毛 みどり市 笠懸剣友会スポーツ少年団 みどり市立笠懸南中学校ほか 岩丸 俊雄

54 東毛 みどり市 清寧館スポーツ少年団 清寧館 0277-72-1012 須永　豊

55 東毛 邑楽町 邑楽町剣道スポーツ少年団 町民体育館 猪又　貢

56 東毛 明和町 明和剣友会スポーツ少年団 中島　清


