
大学　短大　少林寺拳法部

都道府県 所属名 住所

北海道 北星学園大学 札幌市厚別区大谷地西２丁目３ー１

北海道 北海学園大学 札幌市豊平区旭町４丁目６０

北海道 北海道科学大学 札幌市手稲区前田７条１５丁目４−１

北海道 北翔大学 江別市文京台２３番地

北海道 札幌学院大学 江別市文京台１１番地

北海道 酪農学園大学 江別市文京台緑町５８２−１

北海道 函館大学 函館市高丘町５１番地１号

北海道 札幌大学 札幌市豊平区西岡三条７丁目２４２−２

北海道 室蘭工業大学 室蘭市水元町２７−１

北海道 北海道教育大学函館校 函館市八幡町１番２号

北海道 東京農業大学生物産業学部 網走市字八坂１９６番地

北海道 帯広畜産大学 帯広市稲田町西２線１１番地

北海道 東海大学 札幌 札幌市南区南沢五条１丁目１−１

北海道 北海道大学 札幌市北区北１７条西６丁目北海道大学体育会内

北海道 北海道教育大学旭川校 旭川市北門町９丁目

青森県 八戸工業大学 八戸市大字妙字大開８８−１

青森県 弘前大学 弘前市文京町１

青森県 北里大学十和田 十和田市東二十三番町１５−１北里大学十和田校舎

岩手県 北里大学三陸 気仙郡三陸町越喜来字鳥頭１６０−４

岩手県 岩手大学 盛岡市上田３丁目１８−８　

岩手県 岩手県立大学 岩手郡滝沢村滝沢字菓子１５２−５２

宮城県 東北学院大学工学部 多賀城市中央１丁目１３−１

宮城県 東北学院大学 仙台市青葉区土樋１丁目３番１号８０周年記念館地下

宮城県 東北工業大学 仙台市太白区八木山香澄町３５−１

宮城県 東北大学 仙台市青葉区川内東北大学教養部

宮城県 宮城学院女子大学 仙台市青葉区桜ヶ丘９丁目１−１

宮城県 東北福祉大学 仙台市青葉区国見１丁目８番１号東北福祉大学少林寺拳法部

宮城県 三島学園東北生活文化大学 仙台市泉区虹の丘１の１８

秋田県 ノースアジア大学 秋田市下北手桜字守沢４６−１

秋田県 国際教養大学 秋田市雄和椿川奥椿岱１９３−３

秋田県 秋田県立大学 秋田市下新城中野街道端西２４１−７

秋田県 秋田大学 秋田市手形学園町１−１

山形県 山形大学 米沢市城南４−３−１６

山形県 山形大学中央 山形市小白川１−４−１２少林寺拳法部

山形県 東北公益文科大学 酒田市飯森３−５−１

福島県 日本大学工学部 郡山市田村町徳定字中河原１

福島県 福島大学 福島市金谷川１

福島県 いわき明星大学 いわき市中央台飯野５丁目５−１

茨城県 茨城大学 水戸市文京２丁目１−１

茨城県 筑波大学 つくば市天王台１−１−１

栃木県 国際医療福祉大学 大田原市北金丸２６００−１
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栃木県 足利工業大学 足利市大前町２６８−１

栃木県 小山市大行寺１１１７

栃木県 自治医科大学 下野市薬師寺３３１１−１５９

群馬県 群馬大学 桐生市天神町１−５−１

群馬県 高崎経済大学 高崎市上並榎町１３００

群馬県 群馬医療福祉大学 藤岡市藤岡７８７−２

群馬県 群馬県立女子大学 佐波郡玉村町上之手１３９５番地１

埼玉県 埼玉大学 浦和市下大久保２５５

埼玉県 日本工業大学 南埼玉郡宮代町学園台４−１−１

埼玉県 東京国際大学 川越市的場北１−１３−１

埼玉県 芝浦工業大学 大宮市深作溜井原３０７

埼玉県 城西大学 坂戸市けやき台１−１

埼玉県 獨協大学 草加市学園町１−１

埼玉県 東洋大学川越 川越市鯨井中野台２１００

埼玉県 十文字学園女子大学 新座市菅沢２−１−２８

千葉県 日本大学千葉 船橋市習志野台７丁目２４−１　理工学部船橋校舎

千葉県 東邦大学 船橋市三山２丁目２−１

千葉県 麗澤大学 柏市光ケ丘２−１−１

千葉県 日本大学松戸歯学部 松戸市栄町西２丁目８７０番１

千葉県 千葉工業大学 習志野市津田沼２−１７−１

千葉県 千葉商科大学 市川市国府台１−３−１

千葉県 千葉大学 千葉市稲毛区弥生町１番３３号

千葉県 中央学院大学 我孫子市久寺家４５１

千葉県 城西国際大学 東金市求名１番地

千葉県 敬愛大学 千葉市稲毛区穴川１丁目５−２１

千葉県 東京理科大学 野田市山崎２６４１

千葉県 国際武道大学 勝浦市新官８４１

千葉県 東京歯科大学 千葉市美浜区真砂１丁目２−２

東京都 東京電機大学 千代田区神田錦町２丁目２

東京都 日本大学 世田谷区砧５−２−１

東京都 東京農業大学 世田谷区桜丘１−１−１

東京都 日本体育大学 世田谷区深沢７丁目１−１

東京都 玉川大学 町田市玉川学園６−１−１

東京都 東洋大白山 文京区白山５−２８−２０

東京都 工学院大学 新宿区西新宿１−２４−２工部体育館内少林寺拳法部

東京都 昭和大学 品川区旗の台１−５−８

東京都 電気通信大学 調布市調布ケ丘１−５−１

東京都 東京富士大学 新宿区下落合１−７−７

東京都 日本大学歯学部 千代田区神田駿河台１−８−１３

東京都 東京農工大学 小金井市中町２丁目２４−１６

東京都 東京外国語大学 府中市朝日町３丁目１１−１

東京都 昭和薬科大学 町田市東玉川学園３丁目３１６５
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東京都 上智大学 千代田区紀尾井町７−１

東京都 杏林大学 三鷹市新川６−２０−２

東京都 中央大学 八王子市東中野７４２−１

東京都 早稲田大学 新宿区西早稲田１−６−１

東京都 法政大学 千代田区富士見２丁目１７−１

東京都 東京経済大学 国分寺市南町１−７−３４

東京都 東京大学 文京区本郷７−３−１東京大学運動会内

東京都 駒澤大学 世田谷区駒澤１−２３−１

東京都 明治学院大学 港区白金台１−２−３７

東京都 東京芸術大学 台東区上野公園内東京芸術大学

東京都 大東文化大学 板橋区高島平１−９−１大東文化大学

東京都 立教大学 豊島区西池袋３丁目

東京都 東京都市大学 世田谷区玉堤１−２８−１

東京都 桜美林大学 町田市常盤町３７５８

東京都 日本歯科大学 千代田区富士見１丁目９−２０

東京都 成蹊大学 武蔵野市吉祥寺北町３丁目３−１

東京都 武蔵大学 練馬区豊玉上１丁目２６−１武蔵大学学生支援センター

東京都 東京工業大学 目黒区大岡山２−１２−１

東京都 一橋大学 小平市学園西町−丁目２９−１

東京都 学習院大学 豊島区目白１−５−１

東京都 立正大学 品川区大崎４−２−１６

東京都 日本女子体育大学 世田谷区北烏山８丁目１９−１

東京都 武蔵野美術大学 小平市小川町１丁目７３６武蔵野美術大学内

東京都 日本女子大学 文京区目白台２−８−１

東京都 青山学院大学 渋谷区渋谷４−４−２５

東京都 首都大学東京 八王子市南大沢１丁目１

東京都 東京工科大学 八王子市片倉町１４０４−１

東京都 実践女子大学 日野市大坂上４丁目１−１

東京都 国士舘大学 世田谷区世田谷４丁目２８−１

東京都 明治大学 千代田区神田駿河台１−１

東京都 拓殖大学 文京区小日向３−４−１４拓殖大学

東京都 明星大学 日野市程久保３３７

東京都 國學院大學 渋谷区東４−１０−２８

東京都 津田塾大学 小平市津田町２丁目１−１

東京都 東京学芸大学 西小金井市貫井北町４−１−１

東京都 東京医科歯科大学　 文京区湯島１−５−４５

東京都 国際基督教大学　 三鷹市大沢３−１０−２

東京都 東京女子体育大学　 国立市富士見台４丁目３０番地の１

東京都 日本文化大学 八王子市片倉町９７７番地

東京都 慶應義塾大学 港区三田２−１５−４５

神奈川県 女子美術大学 相模原市麻溝台１９００番地

神奈川県 慶應義塾大学理工学部 横浜市港北区日吉３丁目１４−１
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神奈川県 横浜国立大学 横浜市保土ケ谷区常盤台１５６

神奈川県 神奈川工科大学 厚木市下荻野１０３０

神奈川県 鶴見大学 横浜市鶴見区鶴見２−１−３

神奈川県 専修大学 川崎市多摩区生田３８５４

神奈川県 北里大学 相模原市北里１丁目１５−１

神奈川県 横浜市立大学医学部 横浜市金沢区福浦３−９

神奈川県 フェリス女学院大学 横浜市泉区緑園４丁目５−３フェリス女学院大学 学生課

神奈川県 神奈川大学 横浜市神奈川区六角橋３丁目２７−１

神奈川県 東海大学 平塚市北金目１１１７

新潟県 新潟産業大学 柏崎市大字軽井川４７３０

新潟県 日本歯科大学新潟 新潟市浜浦町１−８

新潟県 新潟大学 新潟市西区五十嵐二の町８０５０番地

新潟県 敬和学園大学 新発田市大字富塚１２７０

新潟県 長岡造形大学 長岡市宮関１９７

新潟県 上越教育大学 上越市山屋敷町１番地

新潟県 長岡技術科学大学 長岡市上富岡町１６０３−１

富山県 富山大学 富山市五福３１９０

石川県 金沢工業大学 石川郡野々市町扇が丘７番１号

石川県 金沢大学 金沢市角間町金沢大学内

石川県 金城大学 白山市笠間町１２００

福井県 福井工業大学 福井市学園３丁目６番１号

福井県 福井大学 福井市文京３丁目９番１号

山梨県 山梨学院大学 甲府市酒折２丁目４−５山梨学院大学クラブハウスＩ−１０５

山梨県 都留文科大学 都留市田原３丁目８−１

山梨県 山梨大学 甲府市武田４丁目４−３７

山梨県 山梨県立大学 甲府市池田１−６−１

長野県 長野大学 上田市下之郷

長野県 信州大学 松本市旭３丁目

長野県 諏訪東京理科大学 茅野市豊平５０００−１

岐阜県 岐阜大学 岐阜市柳戸１番１

静岡県 静岡大学 静岡市大谷８３６静岡大学

静岡県 常葉大学 静岡市瀬名１丁目２２−１常葉大学少林寺拳法部

静岡県 静岡大学浜松 浜松市城北３丁目５−１

静岡県 静岡理工科大学 袋井市豊沢２２００−２

愛知県 愛知学院大学 日進市岩崎町阿良池１２

愛知県 南山大学 名古屋市昭和区山里町１８

愛知県 日本福祉大学 知多郡美浜町奥田

愛知県 南山大学瀬戸 瀬戸市せいれい町２７番地

愛知県 愛知大学 豊橋市町畑町字１

愛知県 名城大学 名古屋市天白区塩釜口１丁目５０１番地名城大学少林寺拳法部

愛知県 名古屋大学 名古屋市千種区不老町

愛知県 名古屋学院大学 瀬戸市上品野町１３５０
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愛知県 愛知教育大学 刈谷市井ケ谷町広沢７

愛知県 中部大学 春日井市松本町１２００

愛知県 名古屋商科大学 日進市米野木町三ケ峯

愛知県 中京大学 名古屋市昭和区八事本町１０１−２

愛知県 愛知学院大学歯学部 名古屋市千種区末盛通２丁目１１

愛知県 藤田保健衛生大学 豊明市沓掛町田楽ケ窪１番９８号

三重県 三重大学 津市上浜町１５１５

三重県 鈴鹿医療科学大学 鈴鹿市岸岡１００１−１

三重県 皇學館大学 伊勢市神田久志本町１７０４

滋賀県 滋賀大学 彦根市馬場１丁目１−１

滋賀県 滋賀大学教育学部 大津市平津２丁目５番１号

京都府 京都大学 京都市左京区吉田本町

京都府 京都外国語大学 京都市右京区西院笠目町６番地

京都府 京都産業大学 京都市北区上賀茂本山京都産業大学

京都府 花園大学 京都市中京区西ノ京壺ノ内町８−１

京都府 京都学園大学 亀岡市曽我部町南条大谷２

京都府 龍谷大学 京都市伏見区深草塚本町６７

京都府 同志社大学 京田辺市多々羅都谷１−３真誠館２階

京都府 立命館大学 京都市北区等持院北町５６−１立命館大学体育会

京都府 佛教大学 京都市北区紫野北花ノ坊町９６

京都府 明治国際医療大学 南丹市日吉町保野田

京都府 京都教育大学 京都市伏見区深草藤森町１番地

京都府 京都女子大学 京都市東山区今熊野北日吉町３５番地

大阪府 近畿大学 東大阪市宝持３丁目１１−３５

大阪府 大阪商業大学 東大阪市御厨栄町４丁目１番１０号

大阪府 大阪産業大学 大東市中垣内３丁目１−１

大阪府 大阪学院大学 吹田市岸部南２丁目３６−１

大阪府 大阪経済法科大学 八尾市楽音寺６０２

大阪府 摂南大学 寝屋川市池田中町１７−８

大阪府 桃山学院大学 和泉市まなび野１番１号

大阪府 関西大学 吹田市山手町３丁目３−３５

大阪府 大阪電気通信大学 寝屋川市初町１８−８大阪電気通信大学体育会

大阪府 大阪大学 豊中市待兼山町１−１０

大阪府 追手門学院大学 茨木市西安威２丁目１番１５号

大阪府 大阪経済大学 大阪市東淀川区大隅通２丁目

大阪府 大阪府立大学 堺市百舌鳥梅町４丁目

大阪府 大阪芸術大学 南河内郡河南町東山４６９体育会本部

大阪府 関西外国語大学 枚方市中宮東之町１６−１

大阪府 阪南大学 松原市天美東５丁目４−３３

大阪府 大阪国際大学 守口市藤田町６丁目１７３番地

兵庫県 神戸学院大学 神戸市西区伊川谷町有瀬５１８森記念体育館６階

兵庫県 武庫川女子大学 西宮市池開町６番４６号武庫川女子大学

兵庫県 兵庫教育大学 加東市社町下久米９４２−１

兵庫県 神戸女子大学 神戸市須磨区東須磨青山２−１

兵庫県 流通科学大学 神戸市西区学園西町３丁目１番



大学　短大　少林寺拳法部

兵庫県 甲南大学 神戸市東灘区岡本８丁目９−１

兵庫県 神戸大学 神戸市灘区六甲台町

兵庫県 兵庫県立大学神戸 神戸市西区学園西町８丁目２−１

兵庫県 関西学院大学 西宮市上ケ原１−２

兵庫県 甲子園大学 宝塚市紅葉ガ丘１０番１号

兵庫県 兵庫県立大学姫路 姫路市書写２１６７

兵庫県 姫路獨協大学 姫路市上大野７丁目２番１号

奈良県 奈良教育大学 奈良市高畑町

奈良県 帝塚山大学 奈良市帝塚山７−１−１

奈良県 奈良大学 奈良市山陵町１５００

奈良県 畿央大学 北葛城郡広陵町馬見中４−２−２

和歌山県 高野山大学 伊都郡高野町高野山３８５

和歌山県 和歌山大学 和歌山市栄谷９３０

鳥取県 鳥取大学 鳥取市湖山町南４丁目１０１

島根県 島根大学医学部 出雲市塩冶町８９−１

島根県 島根大学 松江市西川津町１０６０

岡山県 川崎医科大学 倉敷市松島５７７

岡山県 岡山理科大学 岡山市理大町１−１

岡山県 吉備国際大学 高梁市伊賀町８番地

岡山県 川崎医療福祉大学 倉敷市松島２８８

岡山県 岡山大学 岡山市津島中１丁目１−１

岡山県 倉敷芸術科学大学 倉敷市連島町西之浦２６４０

広島県 広島国際学院大学 広島市安芸区瀬野川町中野５９５

広島県 広島修道大学 広島市安佐南区大塚東１丁目１−１

広島県 広島大学 東広島市鏡山１丁目３−２

広島県 広島工業大学 広島市佐伯区五日市町三宅２−１−１

広島県 福山大学 福山市東村町三蔵９８５

広島県 広島市立大学 広島市安佐南区大塚東３丁目４−１

広島県 日本赤十字広島看護大学 廿日市市阿品台東１丁目２番

広島県 近大工学部 東広島市高屋うめの辺１番

山口県 山口大学 山口市吉田１６７７−１

山口県 下関市立大学 下関市大学町２丁目１−１

山口県 山口大学工学部 宇部市常盤台

山口県 山口大学医学部 宇部市小串山口大学医学部校内

山口県 徳山大学　 周南市孝田町６４−２

徳島県 四国大学 徳島市応神町古川学戎子野１２３−１

香川県 香川大学 高松市幸町１２１

香川県 徳島文理大学香川校 さぬき市志度１３１４−１

香川県 香川大学医学部 木田郡三木町大字池戸１７５０−１

香川県 香川県立保健医療大学 木田郡牟礼町原２８１番地１

愛媛県 愛媛大学 松山市文京区愛媛大学

愛媛県 松山大学 松山市文京町４番地松山大学

高知県 高知大学 高知市曙町２−５−１高知大学

高知県 高知工科大学 香美市土佐山田町宮ノ口１８５

福岡県 北九州市立大学 北九州市小倉南区北方４丁目２−１



大学　短大　少林寺拳法部

福岡県 福岡教育大学 宗像市赤間７２９番地

福岡県 福岡大学 福岡市城南区七隈八丁目１９−１

福岡県 久留米大学 久留米市御井町１６３５

福岡県 九州産業大学 東区松香台２−３２７

福岡県 福岡工業大学 福岡市東区和白東３丁目３０番１号

福岡県 西南学院大学 福岡市早良区西新６丁目２−９２

福岡県 九州工業大学 北九州市戸畑区仙水町１−１

福岡県 九州大学 福岡市東区箱崎

佐賀県 佐賀大学 佐賀市本庄町本庄１番地

長崎県 長崎大学 長崎市文教町１−１４

長崎県 長崎県立大学 佐世保市川下町１２３

熊本県 東海大学九州 阿蘇郡長陽村河陽九州東海大阿蘇校舎

熊本県 熊本学園大学 熊本市大江２丁目５番１号

熊本県 熊本大学 熊本市黒髪２丁目４０番１号

熊本県 崇城大学 熊本市池田４丁目２２−１

熊本県 熊本県立大学 熊本市月出３丁目１−１００

大分県 別府大学 別府市北石垣８２別府大学内

大分県 大分大学 由布市挾間町医大ケ丘１−１

宮崎県 宮崎公立大学 宮崎市船塚１丁目１−２

宮崎県 宮崎大学 宮崎市学園木花台西１丁目１番地

鹿児島県 鹿児島大学 鹿児島市郡元１丁目２０番２４号

鹿児島県 鹿児島国際大学　 鹿児島市坂之上８−３４−１

沖縄県 琉球大学 中頭郡西原町字千原１


