(公財)日本体育協会・スポーツ少年団加盟団体一覧
単位団体名
スポーツ少年団

都道府
県名

日本拳法大釜道場

岩手

中栄 大輔 020-0151 大釜幼稚園内・日本拳法大釜道場

019‐687‐3030

日本拳法大崎倶楽部

宮城

高橋 宏幸 989-6105 大崎市古川福沼3-7-15-108

0229-24-2760
三野宮信弘

日本拳法気仙沼

宮城

小野寺丈志 988-0826 気仙沼市百目木212-59

090‐4880‐5572
千葉多喜夫

日本拳法豊橋協会

愛知

藤本 茂宏 440‐0851 豊橋市前田南町264

0532‐53‐1340

日本拳法豊橋松山教室

愛知

大林 憲司 441-8002 豊橋市吉川町136

0532‐31‐6529

日本拳法真明館

愛知

百合草正行 470‐3235 知多郡美浜町大字野間字小松川78 0569‐87‐1058

日本拳法永心会

三重

末永 孝治 518‐0712 名張市桜ヶ丘3121

0595‐64‐0961

教心館日本拳法明和会

三重

野田 茂信 515‐0324 知多郡明和町金剛坂850

090‐2770‐6289

日本拳法紀南道場

三重

宇城 盛次 519‐5202 南牟婁郡御浜町志原1845－5

090‐5866‐7511

龍 皇 会

滋賀

福島 和良 529‐1541 東近江市賀蒲生堂町342‐25

0748‐55‐0930

大阪市旭区日本拳法連盟

大阪

小泉賢一郎 535-0031 大阪市旭区高殿6-12-13

06-6956-3772

守口市日本拳法連盟

大阪

三澤

登 570-0003 守口市大日町3-9-2

06-6901-5623

泉北桃拳会

大阪

植村 福寿 590-0809 堺市堺区旭ヶ丘北町2-3-18

072-244-1910

日本拳法開成館(開成館香里）

大阪

五十嵐愛作 573-1103 枚方市楠葉野田3-39-15

072-850-1891

貝塚研修会

大阪

松井 義則 597-0015 貝塚市堀1-10-5

0724-23-2515

洪游会松原

大阪

近藤 道輝 580‐0012 松原市立部5‐4 府住1‐608

0723‐32‐6154

昇龍館攝津

大阪

北岡 勝彦 566‐0073 摂津市鳥飼和道1‐14‐3‐3新井哲也 090‐8888‐9684

大阪

川東 祐幸 589‐0022 大阪狭山市西山台2‐3‐2

072‐368‐2957

大阪

東風濵義正 565‐0834 吹田市五月が丘北10‐20

090‐3270‐2121

大阪

赤井 孝男 533‐0012 大阪市東淀川区大道南1‐24‐16

06‐6324‐2510

明

生

館

新

風
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道
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〒

住所
岩手郡滝沢村大釜字外館117‐5

森

仁

洪游会西成

大阪

日本拳法親和会

大阪

瀬口 清市 572‐0051 寝屋川市高柳2‐9‐12

06‐6927‐9862

日本拳法連盟 赤 心 会

大阪

徳光彦一郎 557‐0041 大阪市西成区岸里2‐2‐6‐407

06‐6653‐3922

吹田市日本拳法連盟

大阪

岸前 禎一 565‐0834 吹田市五月が丘北25‐19長江和子

06‐6878‐4122

和歌山県拳法連盟 御坊支部

和歌山

和歌山県拳法連盟 湯浅支部

和歌山 杉山

和歌山県拳法連盟 宮原支部

和歌山 上西 真聡 649‐0436 有田市宮原町道171‐7

山田佳伸

和歌山県拳法連盟 紀の国支部 和歌山 湊

557‐0044 大阪市西成区玉出中2‐4‐26

ＴＥＬ

644‐0033 御坊市熊野664‐105

勲 643‐0000 有田郡広川町69‐4
俊雄 642‐0122 海南市下津町黒田55－6

和歌山県拳法連盟 九度山支部 和歌山 今川 年弘 648‐0101 伊都郡九度山町九度山1114

080‐6135‐4001

0738‐24‐3213
0737‐63‐3061
0737‐88‐6988
073‐492‐2829
0736‐54‐2048

和歌山県拳法連盟 海南支部

和歌山 岡崎 光代 642‐0022 海南市大野中229‐2

073‐482‐3917

和歌山県拳法連盟 下津支部

和歌山 古川 晃義 649‐0111 海南市下津町方166‐1

073‐492‐5108

国 府 道 場

徳島

森脇

太 779‐3101 徳島市国府町佐野塚字小塚原27

088‐642‐6938

徳島連合会土成道場

徳島

鈴田 直城 771‐1506 阿波市土成町字大法寺115‐4

088‐695‐3642

徳島

蔵本 雅史 771‐0204 板野郡北島町鯛浜字西ノ須12‐12

090‐1576‐6816

日本拳法徳島県連盟

徳島

板野郡松茂町広島字北川向二ノ越
樋口 健二 771‐0220
129‐33

088‐699‐0051

今治拳友会

愛媛

村上 泰史 794‐0823 今治市郷本町2‐2‐25

0898‐32‐5237

至

道

館

日本拳法須屋クラブ

熊本

霍本 榮吉 861‐1102 合志市須屋189－7

080‐1721‐4828

八 代 悠 拳 塾

熊本

麦田 友房 861-0835 八代市築添町1606-1悠道館内

080-5277-8515
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