日本拳法全国社会人連盟（43都道府県332団体）
団体名

代表者

郵便番号

住所

電話番号

青葉拳友会

土肥豊

〒227-0055 横浜市青葉区つつじ丘1-1-506

045-982-9527

青葉拳友会

大貫政直

〒215-0023 川崎市麻生区片平4-4-34

青山学院大学青学会

高山眞一

赤羽拳志会

相澤肯英

03-5993-9366

明生館

川東祐幸

〒266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野5-5-11
東京都北区赤羽北3-26-1
〒115-0052
東京ﾒｶﾞｼﾃｨA-1505
〒589-0022 大阪府大阪狭山市西山台2-3-2

芦屋大学日本拳法部OB会

西光晴彦

〒659-0011 兵庫県芦屋市六麓荘町13-22（芦屋大学内）

0797-23-0661

新城協会

林洋司

〒441-1313 愛知県新城市出沢字前畑23

0536-25-0350

茨木市日本拳法連盟

田中徳冶

〒569-0811 大阪府高槻市東五百住町2-17-16

072-692-3654

今津自衛隊（神武会）

平田展康

〒520-1620 高島市今津町平郷国有地

090-6612-4943

今治拳友会

村上泰史

〒794-0823 愛媛県今治市郷本町2-2-25

0898-32-5237

岩手拳士会
ウズベキスタン
日本拳法連盟
嬉野拳友会

橘雅洋

〒020-0883 岩手県盛岡市志家町11-16

019-652-1855

花澤毅

〒186-0005 東京都国立市西2-20-6-304

上村公案

〒515-0818 三重県松阪市川井町302

0598-26-6727

遠軽(第25普通科連隊)

濱田太

〒099-0497 北海道紋別郡遠軽町向遠軽272

0158-42-7972

桜拳会

森下昌太郎 〒441-8025 愛知県豊橋市羽根井町132

大分拳精館宇佐支部

木村知宏

大阪市旭区日本拳法連盟

小泉賢一郎 〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿6-12-13

06-6956-3772

大阪市交通局日本拳法部
大阪市立大学
日本拳法部OB会
大崎倶楽部

川端幹夫

〒544-0005 大阪市生野区中川2-10-26-7

090-2382-9213

森貴志

〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-11㈲ミール内

06-6373-1700

大島道場一心塾

佐藤邦夫

〒988-0604 気仙沼市廻舘125-2

大島道場一心塾

小梨敬

〒988-0613 気仙沼市高井211-11

大宮(第32普通科連隊)

濱岡健司

〒331-8550 埼玉県さいたま市北区日進町1-40-7

043-291-8980

072-368-2957

0532-32-3144

〒879-0471 宇佐市四日市1282-3

三野宮信弘 〒989-6105 宮城県古川市福沼3-7-15-108
0226-28-2115

岡山県連盟瀬戸内道場

野崎真弘

〒701-4241 岡山県瀬戸内市邑久町福元732-6

0869-22-5605

香川拳法クラブ

佐藤博美

〒761-1706 香川県高松市香川町川東上1762-11

087-879-5310

春日井王子道場

片桐宏

〒466-0035 愛知県名古屋市昭和区松風町3-4

052-784-6655

方上拳法クラブ

郡正彦

〒770-8033 徳島県徳島市方上町所谷47

090-5277-1484

金沢自衛隊

羽場 悟

090-1854-2692

関東学院大学燦葉拳法会

三好啓介

北熊本クラブ
北桜拳剛会
(日本拳法部OB会)
北兵庫拳法クラブ

田中永喜

〒921-8104 石川県金沢市野田町1-8-14-3
神奈川県藤沢市大庭5055-13
〒251-0861
湘南ライフタウン西部団地3-9-43
〒861-8064 熊本県熊本市ハ景水谷2-11-5-302

田淵義崇

〒701-4276 岡山県瀬戸内市長船町服部66

0869-26-4105

児林斉

〒667-0112 兵庫県養父市養父町養父市場

0796-65-0062

北兵庫拳法クラブ豊岡支部

平井高男

〒668-0855 兵庫県豊岡市伏289-7

0796-23-4617

岐阜市日本拳法連盟

伊藤勝法

〒500-8288 岐阜県岐阜市中箱2-60-8

058-274-8197

共栄火災日本拳法部

撫養義朗

〒630-8122 奈良県奈良市三条本町12-5-411

0742-33-4460

桐生道場

大熊眞人

〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美466-8

0277-30-8788

空拳会

西村忠和

0266-22-5978

黒綾館

黒沢時三

桑名市日本拳法会

橋本清司

〒394-0047 長野県岡谷市川岸中3-3-18
神奈川県大和市代官1-8-2
〒242-0025
クリーニングハウスアップル
〒511-0902 三重県桑名市松ノ木7-10-8

0594-31-1952

群馬県連盟

清水和夫

〒376-0031 群馬県桐生市本町4-75

0277-45-2568

慶應義塾大学三田拳法会

竹越太郎

〒361-0075 埼玉県行田市向町21-17

拳心会広島支部

富士原孝憲 〒728-0013 三次市十日市東3-13-11

-1-

046-279-5680

0824-63-5860

日本拳法全国社会人連盟（43都道府県332団体）
団体名
聖拳クラブ
(桃山大学日本拳法部OB会)
気仙沼道場

代表者
三好晋輔

郵便番号

住所

〒577-0036 東大阪市御厨栄町3-4-18-310

電話番号
090-8521-3410

小野寺文志 〒988-0141 宮城県気仙沼市松崎柳沢35-66

0226-23-3544

圈央ネット
拳歯会(大阪歯科大学
日本拳法部OB会)
拳秀会

越後谷泰孝 〒192-0351 東京都八王子市東中野211-7

042-860-7508

栗原朗

〒639-1002 奈良県大和郡山市九条平野町2-12

0743-52-6525

山尾英一

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-21-2

06-6355-1333

拳親会
拳心会(大阪商業大学
日本拳法部OB会)
研心会久留米支部

宮崎文雄

〒547-0043 大阪府大阪市平野区平野束1-8-12-201

06-6793-4135

高信志

〒598-0034 大阪府泉佐野市長滝528-1

06-6716-2525

高橋実蔵

〒839-0863 福岡県久留米市国分町129-7

研心会呼子支部
拳聖会(大阪産業大学
日本拳法部OB会)
拳武会

冨田利孝

〒847-0302 佐賀県唐津市呼子町小友1273-7

0955-82-2653

和泉健治

〒580-0024 大阪府松原市東新町2-215-2-302

072-206-9733

滝野伸一

〒559-0033 大阪市住之江区南港中4-2-13-1305

06-6612-6234

拳鳳会(第9高射特科大隊)

中村勝久

〒020-0100 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字後268-433

019-688-4311

拳法サークル

圓谷隆厚

〒190-0144 東京都あきる野市山田822-23

拳友会

井上敦史

〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島1-19-7

06-6472-2747

鴻志拳友会

角田和太留 〒010-0442 秋田県南秋田郡大潟村東2-3-13

0185-45-2639

高知拳法クラブ

公文延晴

〒782-0008 高知県香美市土佐山田町佐古薮126

0887-53-2335

江南教室

山田正紀

〒483-8165 愛知県江南市赤童子町福住103-3

0587-59-6081

神戸市日本拳法連盟

石本聡

〒654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台1-14-12

洪游会西成

森仁

〒557-0044 大阪市西成区玉出中2-4-26

06-6657-2222

洪游会本部

中野誠

〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-18-19

06-6621-7427

国士道場

松本晃二

〒578-0924 大阪府東大阪市吉田3-2-29

072-983-5603

小須戸拳友会

上田俊哉

〒956-0101 新潟県新潟市小須戸町大字小須戸4263

0250-38-2446

駒澤大学拳旺会

金井忠夫

小松島拳法道場

新井孝則

0885-33-3826

菰野日本拳法会

岩田卓也

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-4-7
徳島県小松原市小松島町字外間28-26
〒773-0001
はりまビル3F
〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井891

埼玉拳精館

森若修治

〒344-0012 埼玉県春日部市六軒町107-8

0956-47-5075

佐世保拳修館

福田修一

〒858-0926 長崎県佐世保市大潟町107-8

0956-47-5075

札幌支部（北斗会）

土井昭二

〒064-0943 北海道札幌市中央区界川3-4-32

011-533-8181

三密会(高野山大学
日本拳法部OB会)

松下忠明

〒594-1156 大阪府和泉市内田町2-12-3

072-972-1465

自衛隊和歌山日本拳法部

山田佳仲

〒644-0033 和歌山県御坊市熊野644-105

0738-24-3213

至道会

下村一穂

〒665-0861 兵庫県宝塚市中山寺1-2-3

0737-81-1631

志道館

蔵本雅史

〒771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須12-12

088-698-7677

信太山自衛隊(博隆会)

益田康也

090-4984-6077

渋谷公道館

富永一弘

真誠館(同志社大学OB)

吉本師郎

〒594-0022 大阪府和泉市黒島町601-24-103
神奈川県横浜市港北区菊名7-18-6
〒222-0011
エンゼルハイツ大倉山第2-210
〒632-0103 奈良県奈良市荻町456番地

真武館

真田直彦

〒544-0006 大阪府大阪市生野区中川東2-3-23

06-6754-3883

吹田市日本拳法連盟

岸前禎一

〒564-0002 大阪府吹田市岸部中1-17-25

06-6388-3044

鈴鹿市日本拳法会

下田邦明

〒512-8051 三重県四日市市北山町1745

090-6081-4503

誠心会

西田峯一

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町2-6-27

06-6864-0360

成和会

村田泰紳

〒441-8033 愛知県豊橋市入船町77

0532-45-4971

摂津市日本拳法連盟

佐藤賢治

〒565-0811 大阪府吹田市千里丘上11-14

06-6876-7380

戦車教導隊

山田博文

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田1698-974

0550-88-1513

-2-

0593-96-0564

0743-84-0398

日本拳法全国社会人連盟（43都道府県332団体）
団体名

代表者

郵便番号

住所

電話番号

仙台（第２特科群）

二階堂良範 〒983-8580 宮城県仙台市宮城野区南目館1-1

泉北桃拳会

植村福寿

〒590-0809 大阪府堺市旭ケ丘北町2-3-18-204

090-1240-1065

総合警備保障日本拳法部

宮田秀哉

〒550-0022 大阪府大阪市西区本田4丁目3番13-301号

06-6582-8092

総社道場

日谷政規

〒719-1156 岡山県総社市門田312-1-205

0866-92-3933

第１空挺団

岩崎秀昭

〒274-0077 船橋市薬円台3-20-1

047-466-2141

第20普通科連隊

赤平裕司

〒994-0011 山形県天童市北久野本5-1-25

090-3368-2487

第５普通科連隊

吉田誠

〒030-0821 青森県青森市勝田1-18-17-102

第６偵察隊

村岡剛史

〒981-3621 宮城県黒川郡大和町吉岡字西原21-9

090-2795-6192

第９特科連隊

須田博之

〒020-0100 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字後268-433

01-688-4311

第14戦車中隊（拳桜会）

難波江博文 〒708-0825 岡山県津山市志戸郡2-26

0868-23-4772

多賀城(第22普通科連隊)

佐藤公彦

022-365-2121

知多真明館

百合草正行 〒470-3235 愛知県知多郡美浜町野間小松川7-8

0569-87-1058

千葉拳道会

杉本俊彦

047-140-5354

中京大学拳真会

福島利治

中央大学白門拳法会
中部日本本部西三河支部
(安城クラブﾞ)
津市日本拳法会

嶋田滋司

〒270-0114 千葉県流山市東初石4-184-94
愛知県名古屋市千種区天満通２-６
〒464-0095
(有)ＫＮＦコーポレーション内
〒181-0011 東京都三鷹市井口4-8-20

山田周作

〒446-0001 愛知県安城市里町池ノ浦18-13

西村均

〒515-0043 三重県松阪市下村町543

090-1277-1071

津島市日本拳法会

浅井佳彦

〒496-0822 愛知県津島市高屋敷町9

0567-26-2028

天道会

宇野耕二

〒564-0073 大阪府吹田市山手町2-8-36

06-6380-6333

束海大学OB会

中島美佐雄 〒230-0033 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1-33

03-3378-6256

藤友クラブ

啓乕義和

〒572-0802 大阪府寝屋川市打上宮前町３番1-1002

072-823-2576

東洋大学拳精会

長澤政行

〒350-0824 埼玉県川越市石原町2-37-14

049-226-0752

土成道場

鈴田直城

〒771-1506 徳島県阿波市土成町土成字大法寺115-4

088-695-3642

豊川自衛隊

渡邊康一

〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原1-1

豊橋協会

藤本茂宏

〒440-0851 愛知県豊橋市前田南町1-21-7

0532-53-1340

豊橋興志会

森長高男

〒441-3123 愛知県豊橋市小松原町字今西2-5

0532-21-1030

豊橋昌義館

藤原幹夫

〒441-8071 愛知県豊橋市大山町西大山48-10

豊橋松山教室

大林憲司

〒441-8002 愛知県豊橋市吉川町136

0532-31-6529

豊橋南道場

広中敏雄

〒441-8112 愛知県豊橋市牧野町60-4

0532-47-0101

長久手教室

山田宏志

〒480-1122 愛知県愛知郡長久手町城屋敷2120

0561-62-0662

名古屋同心会館

志村民雄

〒453-0853 愛知県名古屋市中村区牛田通2-3

052-482-7104

楠州會

上田武司

〒577-0816 大阪府東大阪市友井2-32-19

06-6722-0288

日本拳法大釜道場

中江大輔

〒020-0151 岩手郡滝沢村大釜外館117-5

019-687-3030

日本拳法大崎倶楽部

高橋宏幸

〒989-6221 大崎市古川大宮3-5-24

日本拳法大田鴻志会

榎本幹雄

〒146-0095 東京都大田区多摩川1-7-11榎本ビル2F

03-3759-8881

日本拳法岡山八要クラブ

谷向健

〒719-1125 岡山県総社市井手1208-2

0866-94-8801

日本拳法岡山連盟

国塩幸平

〒701-0131 岡山県岡山市花尻みどり町4-109

086-253-7340

日本拳法紀南道場

宇城盛次

〒519-5202 三重県南牟婁郡御浜町志原1845-54

090-5866-3938

日本拳法修猷塾

鐘ケ江隆

〒143-0027 東京都大田区中馬込2-26-14-501

03-5875-9573

日本拳法開成館

五十嵐愛作 〒573-1103 大阪府枚方市楠葉野田3-39-15

072-850-1891

日本拳法貝塚研修会

松井義則

〒597-0015 大阪府貝塚市堀1-10-5

0724-23-2515

日本拳法笠懸道場
日本拳法
春日井自衛隊クラブ
日本拳法亀山会

江原晋

〒379-2311 群馬県新田郡笠懸町阿左美2887-50

0277-76-9302

竹原正人

〒486-0803 愛知県春日井市西山町無番地第10偵察隊

056-884-7246

岩田理

〒519-1112 三重県亀山市関町中町481

0595-96-0509

〒985-0834 宮城県多賀城市丸山2-1-1

-3-

052-722-7867

日本拳法全国社会人連盟（43都道府県332団体）
団体名

代表者

郵便番号

住所

電話番号

日本拳法九州同志会

久保賀春

〒820-0044 福岡県飯塚市横田71-10ユウキビル１Ｆ

0948-24-8115

日本拳法教心館

浅井教幸

〒515-0083 三重県松阪市中町1968

0598-21-2850

日本拳法熊本育成会

峯本良隆

〒862-0975 熊本県熊本市新屋敷2-22-12

096-380-5442

日本拳法研心会

安武光

0946-21-0380

日本拳法拳心館

市川明壽

053-439-0512

日本拳法拳風会

福川賢吾

〒838-0068 福岡県甘木市甘木878-1
静岡県浜松市中区葵東町2-25-8
〒433-8114
アイケアサービス(内)
〒771-0106 徳島県徳島市川内町下別宮東206

日本拳法洪游会富田林支部

先村健次

〒584-0005 大阪府富田林市喜志町3-9-6-303

0721-24-1168

日本拳法国府道場

森脇太

〒779-3101 徳島県徳島市国府町佐野塚字小塚原27

088-642-6938

日本拳法十三同志会

小川正雄

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東3-13-16

06-6390-0940

日本拳法心道会

大井健資

〒121-0063 東京都足立区東保木間2-21-10

日本拳法親和会

瀬口清市

〒572-0051 大阪府寝屋川市高柳2-9-12

072-829-7838

日本拳法須屋クラブ

霍本榮吉

〒861-1102 熊本県合志市須屋189

096-339-6050

日本拳法誠豪

中田学

088-665-1621

日本拳法洗心館道場

〒593-8322 大阪府堺市津久野町3-21-22
神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町44-3
小室昭治
〒232-0052
L.M.W.R.307号
大阪府大阪市西成区岸里2-2-6
徳光彦一郎 〒557-0041
ワンツーマンション407号
稲垣喜孝
〒480-0304 愛知県春日井市神風町1287

日本拳法大道

赤井孝男

〒533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南1-24-16

0726-54-6294

日本拳法孝徳会

岸添孝司

〒660-0893 兵庫県尼崎市西難波町5-9-34

06-6481-8504

日本拳法宝塚市連盟

下村一穂

〒665-0861 兵庫県宝塚市中山寺1-2-3

0797-81-1631

日本拳法館林道場

須永欣伸

〒374-0038 群馬県館林市西美園町757-4

0276-74-5822

日本拳法名古屋教室育成会

山田佑一

〒462-0837 愛知県名古屋市北区大杉3-6-21

052-991-7310

日本拳法名張会

中森俊行

〒518-0121 三重県伊賀市上之庄63-1

0595-21-6515

日本拳法八志会本部道場

石田修

〒547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸4-1-6

06-6700-8225

日本拳法八要クラブ

井上貴文

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口2-9-20

0798-69-3205

日本拳法白虎会

水木智司

〒610-0341 京都府京田辺市薪山垣外85-6

072-858-5659

日本拳法久居自衛隊鴉会

中世古辰規 〒514-1118 三重県津市久居新町975陸自久居駐屯地内

090-1981-0881

日本拳法仏光振武会

平興隆

〒560-0035 大阪府豊中市箕輪2-5-22

06-6853-9737

日本拳法松仙クラブ

株本恵二

〒146-0085 東京都大田区久が原1-25-12

03-5747-6808

日本拳法明和会

野田茂信

〒515-0324 三重県多気郡明和町金剛坂850

090-2770-6289

日本拳法横浜道場

小野謙治

〒236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木1-17-13-104

045-773-7430

日本拳法連盟池上道場

松田牧

日本拳法連盟徳島支部

樋口健二

日本大学拳法部OB会
日本大学工学部北桜拳友会
(OB会)
ネオポリス拳法会

外崎静壱

〒211-0036 神奈川県川崎市中原区井田杉山町2-75-202 044-798-1087
徳島県板野郡松茂町広島
〒771-0220
088-699-0051
字北川向ニノ越129-33
〒135-0002 東京都江東区住吉町2-14-12

鈴木正徳

〒960-8252 福島県福島市御由宇沢田4-35

福井寛

〒709-0721 岡山県赤磐市桜が丘束6-6-619

昇龍館

新井康行

日本拳法誠心館
日本拳法赤心会

090-7118-3356
045-721-3312
06-6644-6748
0568-88-3688

08699-5-2691

0729-72-1565

波濤真武会

〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国1-5-19
大阪府柏原市本郷5-993
二見友浩
〒582-0001
東大阪大学柏原高等学校内
宇都宮俊哉 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-5-1-308

東千歳(第11普通科連隊)

福島貢

0123-26-5305

拍翔会(柏原高校OB会)

束大和拳友会
日拳館天方道場
美幌北龍塾
(第６普通科連隊)

090-4304-5804

045-845-8105

〒066-0006 北海道千歳市祝梅1016
東京都福生市武蔵野台1-28-1
田久保桂太 〒197-0013
ハイホーム福生509
天方啓二
〒432-8015 静岡県浜松市高町203-3

042-530-1745

高橋恒夫

0152-72-1704

〒092-8501 北海道網走郡美幌町田中国有地
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日本拳法全国社会人連盟（43都道府県332団体）
団体名

代表者

郵便番号

住所

電話番号

枚方市民拳法の会

奥野彦文

〒573-1167 大阪府枚方市甲斐田町18-21

072-848-2662

広島拳友会

西川修

〒739-0047 広島県東広島市西条下見5-8-18

082-420-8353

武学館

土橋且浩

〒640-0405 和歌山県那賀郡貴志川町岸宮185-211

ニツ井道場

細谷裕昌

〒018-3131 秋田県能代市ニツ井町梅内

船橋拳法倶楽部

岩崎秀昭

〒274-0077 船橋市薬円台3－20－1

090-4935-8975

船橋市日本拳法連盟

岩崎秀昭

〒274-0077 船橋市薬円台3－20－1

090-4935-8975

報國会

鈴木隆之

〒123-0872 東京都足立区江北2-8-20

03-3854-698

法政大学拳雄会

武田庸道

〒189-0013 東京都東村山市栄町1-6-1-405

042-395-0918

真駒内(第18普通科連隊)

石川光雄

〒005-0008 北海道札幌市南区真駒内17番地

松阪西日本拳法会

松浦慎三

〒515-0818 三重県松阪市川井町431-2

0598-26-6968

松本泰心館

上條泰司

〒390-0304 長野県松本市大村189-1

0263-39-0686

松山市日本拳法連盟

西野元

〒791-1115 愛媛県松山市土居町1086-11

089-958-9596

三重拳親会

大下保彦

〒516-0116 三重県度会郡南勢町迫間浦571-4

090-2577-8089

三島拳志会

福田重明

〒411-0044 静岡県三島市徳倉1-17-2

南平拳友会

赤坂毅

〒197-0013 東京都福生市武蔵野台1-24-9-606

042-553-8520

箕面市日本拳法連盟

橋本公三

〒560-0046 大阪府豊中市千里園2↓43

06-6850-3459

武藤会

西佳代

〒470-2105 愛知県知多郡東浦町藤江西宮28-14

0562-85-2014

室蘭支部

多田克美

075-221-5426

明治学院大学白金拳法会

北海道室蘭市港北町4-30-18
京都府京都市上京区河原町通
山ロ青史
〒602-0856
荒神口上る西側
大和田裕人 〒319-0100 茨城県東茨城郡美野里町小岩167

もののふ塾

廣瀬正泰

〒709-0827 岡山県赤磐市山陽町山陽団地4-4-4

08695-5-7479

守口市日本拳法連盟

三澤登

〒570-0003 大阪府守口市大日町3-9-2 三澤体器㈱

06-6901-3236

八代悠拳塾

麦田友房

〒866-0015 熊本県ハ代市築添町1606-1

山口(第17普通科連隊)

山多隆一

〒753-0091 山口県山口市大字上上野令784

四日市日本拳法会

谷口拓己

〒512-0935 三重県四日市市川島新町111

米子(第8普通科連隊)

常盤重徳

〒683-0858 鳥取県米子市両三柳2603

濫觴会

香美秀一

〒635-0111 奈良県高市郡高取町松山492

陸自秋田(第21普通科連隊)

鎌田昇

〒011-0901 秋田県秋田市寺内字将軍野1

陸自朝霞(朝霞拳法クラブ)
陸自旭川
(第2特科連隊拳法訓練隊)
陸自沖縄(第51普通科連隊)

小林繁雄

〒171-0021 東京都豊島区西池袋4-40-22-1101

笠井條愛

〒070-0902 北海道旭川市春光町国有無番地

鶴田真二

〒901-0301 沖縄県糸満市阿波根1530-1-615

陸自沖縄(第51普通科連隊)

平良勝盛

〒901-0301 沖縄県糸満市阿波根1530-2-504

陸自北恵庭(第72戦車連隊)

吉川真喜

〒061-1423 北海道恵庭市柏木町531

明貴会和剛塾

陸自帯広

〒080-0862 北海道帯広市南の森西3-2-20

陸自北熊本
第8後方支援連隊
陸自北熊本
第8特科連隊
陸自北熊本(第42普通科連隊)
陸自北千歳(千歳同好会)
陸自久留米
(第44特科連隊久留米格闘部)
陸自国分(第12普通科連隊)

田中啓治

〒050-0063

0593-53-2949
0744-52-3689
03-3957-9802

0155-48-0432

〒861-8529 熊本県熊本市ハ景水谷2-17-1

上土谷享志 〒861-8529 熊本県熊本市ハ景水谷2-17-1
溝ロ正一郎

〒860-8529 熊本県熊本市ハ景水谷2-17-1

大山健

〒066-0073 北海道千歳市北斗1-6-11

楠田末広

〒838-0057 福岡県甘木市上浦101-2

0946-22-8317

野ロ敏之

〒899-4322 鹿児島県国分市福島2-4-14

0995-46-4937

陸自小倉(第40普通科連隊)

井上直樹

〒802-8567 福岡県北九州市小倉南区北方5↓1

093-236-3290

陸白駒門(駒門拳法部)

岡本毅

〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈1111-14

陸自高田(高田自衛隊)

古川敏広

〒943-0835 新潟県上越市本城町1-2 302号
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陸自滝ケ原(普通科教導連隊) 渡辺裕武

〒412-0006 静岡県御殿場市中畑2092-2

0550-84-0670

陸自武山(武山拳武会)

濱大輔

〒238-0035 神奈川県横須賀市池上3-7↓A-23

046-897-7333

陸自都城
第43普連格闘訓練隊
陸自特科教導隊
陸自名寄(第３普通科連隊)

池宮秀樹

陸自練馬(第１普通科連隊)
陸自函館(陸自函館倶楽部)

〒885-0086 宮崎県都城市久保原町1-12
静岡県駿東郡小山町須走481-27F
仲市行宏
〒410-1432
A5自衛隊富士学校
川上久男
〒096-8584 北海道名寄市内淵84番地
東京都練馬区北町4-1-1
秋葉洋一
〒179-0081
第１普通科連隊第4中隊
北海道礼文郡礼文町船泊村字ウエンナイ
佐竹裕之
〒097-1111
第１宿舎１号棟404号
佐々木信幸 〒039-2295 青森県八戸市大字市川町字桔梗野宮地

01654-2-0222
03-3933-1161
090-6876-4746

陸自八戸(第９施設大隊)
陸自東千歳
(第7施設大隊日本拳法部)
陸自弘前

伊藤一義

〒066-0006 北海道千歳市祝梅1016 7E-1

平山寛

〒036-8373 青森県弘前市藤代3-4-28

陸自別府(第41普通科連隊)

高沢祐司

〒874-0840 大分県別府市鶴見4548-143

090-4995-5163

〒412-0048 静岡県御殿場市板妻40-1

0550-89-1310

陸上自衛隊第34普通科連隊

0178-28-3111

陸自留萌(第26普通科連隊)

臼井研司

〒077-0015 北海道留萌市緑ケ丘町49-5-404

立教大学セントポール

田尾兵二

〒154-0002 東京都世田谷区下馬6-32-6

立正大学橘拳法会

辻井照一

〒142-0051 東京都品川区平塚2-17-1

和歌山県九度山支部

今川年弘

〒648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山1114

0736-54-2046

和歌山県日本拳法連盟本部

橋爪健二

0734-92-2361

早稲田大学稲門拳法倶楽部

山田眞吾

〒649-0142 和歌山県海南市下津町中377
千葉県八千代市緑か丘3-3-1
〒276-0049
リーセントヒルズG505
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