
実業団　少林寺拳法部

都道府県 所属名 住所

北海道 ＪＲ北海道札幌 札幌市中央区北５条西５丁目ＪＲ本社西ビル

宮城県 宮城県教職員 塩竈市泉ケ岡7番1号

秋田県 秋田県庁 秋田市山王４丁目１−１

栃木県 宇都宮市役所 宇都宮市下河原１−１−１７

埼玉県 富士フイルム さいたま市北区植竹町1-324

千葉県 日立柏 柏市新十余二３−１

千葉県 東洋エンジニアリング 習志野市茜浜２−８−１

千葉県 ＪＦＥ千葉 千葉市中央区南町１−３−１

千葉県 出光千葉 市原市姉崎海岸2-1

千葉県 オリエンタルランド 浦安市舞浜１−１

千葉県 ＮＭＰ千葉 袖ケ浦市北袖３−１

千葉県 全日本実業団支部 浦安市舞浜２番地２７

千葉県 千葉県教職員 木更津市真舟3-29-1

東京都 首都高速 千代田区霞が関１丁目４−１

東京都 厚生労働省 千代田区鍛冶町２丁目２−１住友銀行神田駅前ビル５Ｆ

東京都 農林水産省 千代田区霞ケ関１−２−１

東京都 町田市役所 町田市中町１−２０−２３

東京都 東京港区役所 港区芝公園１−５−２５

東京都 八王子市役所 八王子市元本郷町３丁目２４番１号

東京都 警視庁 千代田区霞が関２−１−１

東京都 経済産業省 千代田区霞が関３丁目４−３

東京都 日本ＩＢＭ 中央区日本橋箱崎町１９番２１号

東京都 東京都交通局 足立区梅田２−３−１１−１０１

東京都 ＡＬＳＯＫ 港区元赤坂1-6-6

東京都 鶴山工業 新宿区西五軒町６−４ＭＡビル１Ｆ

東京都 セガ 大田区羽田１−２−１２

東京都 東京都教職員 大田区南千束2-2-6

東京都 日本信用情報機構 千代田区神田東松下町41-1

神奈川県 鎌倉市役所 鎌倉市御成町１８番１０号

神奈川県 ＮＴＴ通研 横須賀市光の丘1-1

神奈川県 富士通ゼネラル 川崎市高津区久本２−７−２０

神奈川県 富士通中原 川崎市中原区上小田中４-１-１

神奈川県 ＳＯＮＹ 厚木市旭町４丁目１４−１

神奈川県 US Navy Yokosuka 横須賀市本町１丁目

神奈川県 神奈川教員 座間市入谷２−２６２

新潟県 新潟教員 白根市上下諏訪木１１８３白根高校

石川県 石川県教職員 小松市丸内町二ノ丸15

長野県 長野県教職員 茅野市玉川675

岐阜県 岐阜県警察 美濃加茂市古井町下古井2610

静岡県 静岡県警察 袋井市国本1095-1

愛知県 トヨタ自動車 豊田市元町１元町工場厚生センター

愛知県 デンソー 刈谷市昭和町１丁目１

愛知県 東海理化 丹羽郡大口町豊田３丁目２６０番地

愛知県 三菱自工 岡崎市橋目町中新切１番地

愛知県 大豊工業 豊田市緑ケ丘３丁目１５番地

三重県 三重銀行 四日市市鵜の森１丁目５番２０号
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都道府県 所属名 住所

滋賀県 JNC滋賀 守山市川田町２３０

滋賀県 ダイキン工業滋賀 草津市岡本町字大谷１０００−２

京都府 宇治市役所 宇治市宇治琵琶３３

京都府 ＪＲ西日本京都 京都市南区西九条南田町７２南活動センター

京都府 京都教職員 宇治市莵道大垣内３３−１０

京都府 島津製作所 京都市中京区西ノ京桑原町１

京都府 日東精工 綾部市井倉町梅ケ畑２０番地

京都府 京都府警察 京都市上京区藪之内町85-3番地

大阪府 大阪府庁 大阪市中央区大手前３丁目１−４３

大阪府 全国麻取 大阪市中央区大手前４−１−７６大阪合同庁舎第４号館３階

大阪府 茨木市役所 茨木市駅前３丁目８−１３

大阪府 大阪市役所 大阪市北区中之島１丁目３番２０号

大阪府 大阪府警察少林寺拳法会 大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁目１３−５

大阪府 東大阪市役所 東大阪市荒本北５０番地の４

大阪府 松下茨木 茨木市畑田町３−６

大阪府 阪神百貨店 大阪市北区梅田１丁目１３−１３

大阪府 大阪教職員 大阪市城東区古市1-20-26

大阪府 ＮＴＴ西日本 大阪市西区阿波座2-1-11

兵庫県 西宮市役所 西宮市六湛寺町１０番３号

兵庫県 兵庫県庁 神戸市中央区下山手通４丁目１８番２号

兵庫県 三菱伊丹 尼崎市塚口本町８丁目１番１号

兵庫県 神戸製鋼神戸 神戸市灘区灘浜東町２

兵庫県 東芝姫路 姫路市余部区上余部５０番地

兵庫県 神鋼加古川　 加古川市別府町新野辺1527

兵庫県 兵庫教員 神戸市長田区五番町８丁目５

兵庫県 デービー精工 姫路市香寺町溝口1127

兵庫県 尼崎教職員 尼崎市大庄西町4-4-1

兵庫県 神戸市役所 神戸市中央区吾妻通4丁目1-6

奈良県 近畿日本鉄道 奈良市尼辻北町１０−１

奈良県 奈良県警察 北葛城郡王寺町葛下１丁目７番９号

和歌山県 新日鐵住金和歌山 和歌山市松江字29

和歌山県 花王 和歌山市湊1334

和歌山県 和歌山県教職員 和歌山市太田127番地

岡山県 ＪＦＥ倉敷 倉敷市鶴ノ浦３−４

岡山県 岡山教員 岡山市西崎本町１６番１号関西高校内

広島県 広島市役所 広島市中区国泰寺町１丁目６番３４号

広島県 呉市役所 呉市中央６丁目２−９

広島県 ＪＦＥ福山 福山市鋼管町１番地

広島県 広島教職員 広島市東区戸坂城山町1-3

山口県 山口教員 山口市吉敷３３３８−６５−２０５

徳島県 大塚今切 徳島市川内町加賀須野８８０番地

香川県 ＪＲ四国 高松市浜ノ町８番３３号

香川県 香川教員 丸亀市新浜町１丁目３−１藤井高校内

香川県 百十四銀行 高松市香西南町５５４−３

香川県 ＫＤＤＩ四国 高松市番町１−５−１

香川県 タダノ 高松市新田町甲３４番地
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香川県 ＡＬＳＯＫ四国 高松市浜ノ町8-33

高知県 高知教職員 高知市北端町100番地

長崎県 佐世保USN 佐世保市平瀬町官有無番地

長崎県 西海市役所 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2159

長崎県 佐世保市総合医療センター 佐世保市平瀬町9番地3

沖縄県 那覇市役所 那覇市泉崎１−１−１


