
全国少年連盟　登録団体一覧

団体名 都道府県 責任者 郵便番号 住所 電話

日本拳法大崎倶楽部 宮城 高橋宏幸 〒989-6105
宮城県大崎市古川福沼3-7-15-108
　三野宮信弘気付

0229-24-2760

日本拳法気仙沼 宮城 小野寺文志 〒988-0826
宮城県気仙沼市百目木212-59
　千葉多喜夫気付

090-4880-5572

笠懸道場 群馬 江原　晋 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿佐美2887-50 090-1838-2119

桐生道場 群馬 大熊　眞 〒376-0001 群馬県桐生市菱町1-600-1 090-9385-7851

船橋拳法倶楽部 千葉 岩﨑秀昭 〒270-1337 千葉県印西市草深841-5 0476-47-0930

埼玉拳精館 埼玉 森若修治 〒344-0012 埼玉県春日部市六軒町46 090-9142-9556

池上道場 東京 松田　牧 〒146-0082 東京都大田区池上1-32-12朗子会館内 03-5700-3151

大田鴻志会 東京 榎本幹雄 〒146-0095 東京都大田区多摩川Ⅰ-7-11榎本ビル2Ｆ 03-3759-8881　

国士舘中学校 東京 高橋秀和 〒154-8553
東京都世田谷区若林4-32-1
国士舘大学日本拳法部

090-5525-3443

青葉拳友会 神奈川 土肥　豊 〒227-0055 横浜市青葉区つつじ丘1-1-506 045-982-9527

誠心館 神奈川 小室昭治 〒232-0052 横浜市南区井土ヶ谷中町44-3-307 090-4242-8125

安城支部 愛知 山田周作 〒446-0001 安城市里町池の浦18-13 090-1728-5632

王子道場 愛知 片桐　宏 〒468-0029 名古屋市天白区島田が丘811 052-804-5135

興志会道場 愛知 森長高男 〒441-3123 豊橋市小松原町今西2-5 0532-21-1030

昌義館道場 愛知 藤原幹夫 〒441-8071 豊橋市大山町西大山48-10 0532-37-7039

新城協会 愛知 林　洋司 〒441-1313 新城市出沢字前畑23 090-4585-0612

成和会支部 愛知 村田泰伸 〒441-8033 豊橋市入船町77 0532-45-4917

洗心館道場 愛知 稲垣喜孝 〒480-0304 春日井市神屋町1287 0568-88-1206

知多支部 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

津島市日本拳法会 愛知 浅井佳彦 〒496-0822 津島市高屋敷町9 0567-26-2028

同心会館 愛知 志村民雄 〒453-0845 名古屋市中村区牛田通2-3 052-482-7104

豊橋協会支部 愛知 藤本茂宏 〒440-0851 豊橋市前田南町264 0532-53-1340

豊橋南教室 愛知 広中敏雄 〒441-8122 豊橋市牧野町60-4 0532-47-0101

名古屋教室育成会 愛知 山田佑一 〒462-0837 名古屋市北区大杉3丁目6番21号 090-3857-8429

長久手支部 愛知 山田宏志 〒420-1122 長久手市城屋敷2120 0561-62-0662

日本拳法尾張支部 愛知 山田正紀 〒483-8165 愛知県江南市赤童子町福住103-3 0587-59-6081

松山道場 愛知 大林憲司 〒441-8002 豊橋市吉川町136 0532-31-6529

嬉野拳友会 三重 上村公泰 〒515-0818 松阪市川井町302-6 090-2349-4905

教心館日本拳法明和会 三重 野田茂信 〒515-0324 多気郡明和町金剛坂850 090-2770-6289

桑名市日本拳法会 三重 橋本清司 〒511-0902 桑名市松の木7丁目10-8 090-2264-6346 

菰野日本拳法会 三重 岩田卓也 〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井891 090-8865-3125

鈴鹿市日本拳法会 三重 下田邦明 〒512-8051 四日市市北山町1745 090-1824-4108

津日本拳法会 三重 玉置生雄 〒515-0063 松阪市大黒田町1521-22 090-3307-6451

日生学園第一高等学校
中等部

三重 日本拳法 〒518-0164 伊賀市下神戸2756 0595-38-1201

日本拳法亀山会 三重 岩田　理 〒519-1112 亀山市関町中町481 0595-96-0509

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1845-54 090-5866-7511

日本拳法教心館 三重 浅井教幸 〒515-0083 松阪市中町3-1968 090-8867-8960

日本拳法永心会 三重 末永孝治 〒518-0121
伊賀市上之庄1301-2
(有)なかもり中森俊行

090-1624-1711

松阪西日本拳法会 三重 松浦愼三 〒515-0818 松阪市川井町431-2 090-1277-2013

三重拳親会 三重 山本徳臣 〒516-0116 度会郡南伊勢町迫間浦776-7 090-9027-7797

四日市日本拳法会 三重 谷口拓己 〒512-0935 四日市市川島新町111 090-1982-3807

敦賀拳和会 福井 北野　章 〒914-0033 敦賀市鳩原6-39-3 0770-27-1629

日本拳法敦賀拳友会 福井 河端　桂 〒914-0805 敦賀市鋳物師町4-8 0770-23-6331

龍皇會 滋賀 福島和良 〒529-1541 東近江市賀蒲生堂町342-25 0748-55-0930

白虎会 京都 水木智司 〒610-0357 京田辺市山手東2-5-1ファインパークA1802 090-3281-5439
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奈良共栄クラブ 奈良 撫養義朗 〒630-8122 奈良市三条本町12-5-411 090-8652-0704

濫觴会 奈良 香美秀一 〒635-0111 奈良県高市郡高取町松山492  0744-52-3689

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

貝塚研修会 大阪 松井義則 〒597-0015 貝塚市堀1-10-5 0724-22-4125

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

関大中等部 大阪 樋口克己 〒569-1116 高槻市白梅町7-1 072-684-4340

洪遊会松原支部 大阪 近藤道輝 〒580-0012 松原市立部5-4　府住1-608 0723-32-6154

三密会 大阪 野村定徳 〒551-0032 大阪市大正区北村3-8-2-208 06-6555-3017

昇龍館摂津 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

真誠塾真武館 大阪 神薗義允 〒544-0006 大阪市生野区中川東2-3-23 090-3056-6598

親和会 大阪 瀬口清市 〒572-0051 寝屋川市高柳2-9-12 06-6927-9862

吹田市日本拳法連盟 大阪 岸前禎一 〒565-0834 吹田市五月が丘25-40ユタカビル 長江和子 06-6878-4122

誠心会 大阪 西田峯一 〒561-0811 豊中市若竹町2-6-2 06-6864-4150

泉北桃拳会 大阪 植村福寿 〒590-0809 堺市堺区旭ヶ丘北町2-3-18-204 072-244-1910

浪速武道館 大阪 亀井厚成 〒551-0003 大阪市大正区千鳥1-31-4

日本拳法新風会 大阪 東風濵義正 〒565-0834 吹田市五月が丘北20-20 090-3270-2121

日本拳法誠豪 大阪 中田　学 〒559-0006
大阪市住之江区浜口西1丁目12-4
　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄN101真鍋祐

090-5902-2020

日本拳法赤心会 大阪 徳光彦一郎 〒557-0041 大阪市西成区岸里2-2-6-407 06-6653-3922

日本拳法大道 大阪 赤井孝男 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南1丁目24-16 06-6324-2510

明生館 大阪 川東祐幸 〒589-0022 大阪狭山市西山台2-3-2 072-368-2957

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

尼崎市立小田北中学校 兵庫 仁井正樹 〒661-0964 尼崎市神崎町24-1 090-4289-4559

智晃会 兵庫 阿部　渡 〒563-0043 大阪府池田市神田4丁目3-26瀧花秋彦 072-752-4444

日本拳法芦屋 兵庫 黒田敦子 〒659-0042 芦屋市緑町1-13-201 0797-32-9403

宝塚市連盟 兵庫 下村一穂 〒665-0861 宝塚市中山寺1-2-3 0797-81-1631

西宮連盟 兵庫 樋口　勇 〒662-0868 西宮市中屋町9-4-304 090-3276-9034

和拳連旭学園 和歌山 前　晴夫 〒640-0345 和歌山市桑山173-9  073-479-2850

和拳連　海南支部 和歌山 岡﨑光代 〒642-0022 海南市大野中229-2 073-482-3917

和拳連　紀の国支部 和歌山 湊　俊雄 〒649-0122 海南市下津町黒田55-6 0734-92-2829

和拳連　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 0736-54-2048

和拳連　御坊支部 和歌山 山田佳伸 〒644-0033 御坊市熊野664-105 080-5630-1281

和拳連　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

和拳連　宮原支部 和歌山 上西真聡 〒649-0435 有田市宮原町滝川原456-103 0737-88-6988

和拳連　湯浅支部 和歌山 杉山　勲 〒643-0071 有田郡広川町広249-7 0737-63-3061

和拳連　和歌山クラブ 和歌山 山下耕司 〒641-0036 和歌山市西浜1082-34 073-447-2358

岡山県連盟岡山道場 岡山 守分　巧 〒701-1152 岡山市北区津高1444-24 090-8993-4649

岡山県連盟瀬戸内道場 岡山 野崎真弘 〒701-4241 瀬戸内市邑久町福元732-6 090-3749-2382

岡山北桜館 岡山 田渕芳孝 〒701-4276 岡山県瀬戸内市長船町服部66-2 0869-26-4105

広島拳法ｸﾗﾌﾞ 広島 神川孝紀 〒739-1743 広島市安佐北区倉掛2-30-2
082-842-7786
090-3379-2987

広島拳友会 広島 西川　修 〒739-0047 東広島市西条下見5-8-18
082-420-8353
090-9069-2062

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

日本拳法徳島会館 徳島 蔵本雅史 〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字西ノ須12-12 088-698-7677

徳島連合会小松島道場 徳島 新井孝則 〒770-0004 徳島市南田宮2-6-15 090-3189-7721

土成道場 徳島 鈴田直城 〒771-1506 阿波市土成町土成字大法寺115-4 088-695-3642

楠州会四国支部 徳島 黒津　勉 〒779-3122 徳島市国府町府中592 088-642-7053
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日本拳法徳島県連盟 徳島 樋口健二 〒771-0220 板野郡松茂町広島字北川向二ﾉ越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

九州同志会 福岡 柴田　康 〒822-0006 福岡県直方市大字上境1901-1森博紀
090-9572-5841
0949-24-3471

研心会　本部 福岡 安武　光 〒838-0068 甘木市七日町878-1 0946-21-0380

研心会呼子支部 佐賀 冨田利孝 〒847-0302 唐津市呼子町小友1273-7 0955-82-2653

佐世保拳修館 長崎 内田貴久 〒857-0864 佐世保市戸尾町19-19-202 0956-55-3955

大分拳精館 大分 森若鐵夫 〒879-0608 豊後高田市呉崎1939-1 0978-24-2486

日本拳法須屋クラブ 熊本 霍本榮吉 〒861-1102 合志市須屋189-7 096-339-6050

火の山ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 熊本 北窓正昭 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地4131 0967-22-0045

八代悠拳塾 熊本 麦田友房 〒866-0015 八代市築添町1606-1悠道館内

南関すこやかスポーツクラブ 熊本 吉富寛瑞 〒861-0835 熊本県玉名郡南関町長山423 0968-53-3488
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