公益社団法人 日本スポーツチャンバラ協会 地域連絡協議会
2019.2.6現在

*役員は随時変更があります。ご了承下さい。
今年度本部会員(年会費入金済み）の方です。

今年度年会費の入金確認できない方です。支払い済みなのにピンク枠になっている方は、至急本部へお知らせ下さい。

住所
北海道
地域連絡協議会事務局

東北
地域連絡協議会事務局
（青森県・岩手県・宮城県・
秋田県・山形県・福島県）

(群馬県・栃木県・茨城県・
東京都・神奈川県・千葉県・
埼玉県）

菅原 通有

011-886-6000

011-886-2000

落合 祐司

〒004-0862 札幌市清田区北野2条3丁目11-16

011-882-1030
080-1873-5464

011-882-1030

吉田 健志

〒039-2164 青森県上北郡おいらせ町神明前
129-2

0178-52-7707

0178-52-7526

遠藤 仁

〒990-2363 山形市長谷堂479-2

023-688-3775

023-622-0939

堀田 満

〒960-0414 福島県伊達市長岡７

024-583-5736

024-583-3316

高橋 雅明

〒028-3300 岩手県紫波郡矢巾町煙山21-7-4

高橋 巧

〒028-7113 岩手県八幡平市平笠15-51-1

工藤 祐八

〒010-1604 秋田県秋田市新屋松美町26-2

甲信越
地域連絡協議会事務局
（山梨県・長野県・新潟県）

019-697-6291
0195-76-4082

018-864-1269

0282-82-1327

小沼 佳苑

〒306-0022 茨城県古河市横山町3-9-21

090-2524-7973

0280-22-9847

鈴木 学

〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本4-3-14

048-864-1359
090-9976-9490

048-864-1359

細川 健一

〒 168-0081 東京都杉並区宮前5-1-25 杉並区 03-3693-7343
立西宮中学校
090-3502-8691

03-5698-1747

安納 慶太
古澤 秀明

工藤 潤一

（福井県・富山県・石川県）

019-697-6291
090-7663-0307
0195-76-4082
090-1495-8452

〒983-0821宮城県仙台市宮城野区岩切３所北
080-5228-0492
124-9
0282-82-1327
〒321-0228 栃木県下都賀郡壬生町大師町
21-4
090-2727-6439
〒371-0103 群馬県伊勢崎市境町下渕名
0270-76-0858
2036-14

田村 勝家

北陸三県
地域連絡協議会事務局

FAX

〒004-0843 北海道札幌市清田区清田3条1丁
目4-10-2 ダイアム葵ビル

及川 安丈
関東
地域連絡協議会事務局

電話

045-313-5330
090-8962-2203
〒260-0825 千葉県千葉市中央区村田長1131- 050-8885-0786
1-805
090-9511-4957
〒221-0833 横浜市神奈川区高島台5-3

090-2203-2597

0270-76-4690

045-313-5330
050-8885-0786

大塚誠一郎

〒341-0034 埼玉県三郷市新和2-274

048-952-4118

小野 秀徳

〒920-0336 石川県金沢市金石本町二 40番地
090-8099-4561
6

綿引 和洋

〒930-0932 富山市藤木新町21-1

090-1313-3603

木瀬 備基

〒910-0015 福井市二の宮4-24-18

090-8095-0050

鈴木 清

〒917-0241 福井県古浜市遠敷10丁目214

0770-56-3611
090-2835-1962

伊佐 三男

〒940-0022 新潟県長岡市東町6-18

080-5052-5009

中村 実

〒404-0054 山梨県甲州市塩山小屋敷1810番
塩山ふれあい館内

090-8945-7748

藤森 正樹

〒399-3700 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪
1061-4

090-1653-8628

0265-79-6717

千野 淳一郎

〒940-0235 新潟県長岡市栃尾大野字真見穴
1582-2

090-2668-4251

0258-52-5759

西川 完

〒940-0233 新潟県長岡市栃尾宮沢1497

0258-52-2960

0258-52-3331

076-491-4595

0258-52-3957

東海四県
地域連絡協議会事務局

鈴木 利和

〒442-0857 愛知県豊川市八幡町天王97-2

0533-86-1457

0533-86-1457

米倉 明秀

〒421-3107 静岡市清水区由比阿僧67-1

0543-75-2473

0543-75-2473

〒421-3100 静岡県庵原郡由比町尾原332-37

090-7608-1324

0543-75-3886

（静岡県・愛知県・岐阜県・
三重県）
古牧 保雄

近畿
地域連絡協議会事務局
（滋賀県・京都府・奈良県・
和歌山県・大阪府・兵庫県）

臼井 澄史

〒503-2124 岐阜県不破郡垂井町宮代1501-20 0584-23-0329

0584-23-0329

大杉 哲広

〒432-8002 静岡県浜松市富塚町242番-21

090-3335-2722

053-476-1842

望月 一伸

〒421-3104 静岡市清水区由比北田56-1

090-3307-1752

篭田 彰宏

〒537-0013 大阪市東城区大今里南5-7-13 小
090-3894-3187
松マンション3F

菅 正宏

〒584-0072 大阪府富田林市高辺台2-27-10

090-3495-8060

林 光一

〒590-0515 大阪府泉南市信達六尾596

072-483-2747

072-484-0641

大平 雄喜

〒553-000 大阪市福島区海老江7-2-31-1006

06-6455-8022

06-6455-8022

上村 敏夫

〒653-0805 兵庫県神戸市長田区片山町１丁目
070-6685-0364
18-10

078-691-5634

磯上 真宏

〒651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台１丁目7090-2107-1312
1 1-101

078-967-3711

大宮 勉

〒651-1111 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町9丁
090-3973-9962
目2-1-103

078-594-2858

浦川 公子

〒676-0805 兵庫県高砂市米田町米田1096-20 079-432-8635

079-432-8635

竹中 明美
大谷 清明
（滋賀県）
松山 進
（滋賀県）
中国
地域連絡協議会事務局
（鳥取県・島根県・岡山県・
広島県・山口県）

四国
地域連絡協議会事務局
（徳島県・香川県・愛媛県・
高知県）

〒573-0005 大阪府枚方市池之宮2-4-18 ライ
オンズガーデン枚方306
〒525-0031 滋賀県草津市若竹町9-41
（有）大明産業内

0896-56-3240

072-898-1346
090-3713-6643

077-562-5917

〒525-0113 滋賀県大津市坂本１丁目10-46

090-8203-0280

川上 豊

〒755-0241 山口県宇部市東岐波4994

0836-58-2734
090-4805-6216

0836-58-2734

水田 靖子

〒682-0002 鳥取県倉吉市中江314-16

0858-26-2291

0858-26-2291

河田 昇

〒709-2136 岡山市北区御津紙工2767

090-3371-1843

0867-26-0607

綾宏

〒762-0045 香川県坂出市元町3-4-17

0877-45-2205

0877-45-2221

木村 俊

〒 761-0303 香川県高松市六条町649-1 エス
ポワール青木202

090-4502-5922

087-868-3288

川田多美子

〒761-0113 香川県高松市屋島西町2305-13

090-4９77-8282

野村 美雪

〒780-8019 高知県高知市北竹島町460-6

090-5149-6911

青山 博愛

〒 779 - 0225 徳島県鳴門市大麻町桧東 博愛
088-689-3919
会館内

088-689-3919

河村 直仁

〒798-4341 愛媛県四国中央市川之江町1596090-8695-0237
16

0896-56-3240

澤井 久樹

〒762-0025 香川県坂出市川津町771-1

090-1002-5989

0877-86-4284

尾田 達哉

〒779-0104 徳島県坂野郡板野町吹田字町南
67-1

080-3161-1085

088-672-1636

柴岡 正二

〒781-2120 高知県吾川郡伊野町枝川2446-5

088-850-4021

088-833-9368

九州・沖縄
地域連絡協議会事務局
（福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県・沖縄県）

永田 剛太郎

〒861-8039 熊本県熊本市長嶺南4-11-106

096-381-3666

井川 繁樹

〒891-2111 鹿児島県水垂市新御堂1075

090-5298-4820

前田 秀樹

〒801-0876 福岡県北九州市門司区花月園232

093-331-4637
090-3327-7729

中尾 紀光

〒811-0202 福岡県福岡市東区和白5-4-60201

090-8761-9119

阿部 洋久

〒879-5518 大分県大分郡挟間町大字北方
234-1

0975-42-3120
090-3737-9656

松森 寛

〒856-0817 長崎県大村市古賀島町356-8

080-5610-4102

與座 正夫

〒902-0073 沖縄県那覇市上間529-10

090-5083-3530

096-381-3666

093-331-4637

097-583-1176

098-836-4137

