
　 〒764-8511

香川県仲多度郡多度津町本通3-1-59

〒170-0004

　

連　絡　者 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ

北海道 北海道少林寺拳法連盟 060-0042
北海道札幌市中央区大通西14-1-13
北日本南大通ﾋﾞﾙ2Ｆ

011-261-2040

青森県 原　　宏 031-0011 青森県八戸市大字田向字土岡河原25 0178-96-4832

岩手県 佐藤　和一 025-0016 岩手県花巻市高木15-88-4 0198-23-6836

宮城県 遠藤　康二 989-1215 宮城県 柴田郡大河原町中島町 ８－３２ 0224-53-5000

秋田県 石山　雅明 010-1631 秋田県秋田市新屋元町12-12 018-828-3840

山形県 加藤　明男 998-0838 山形県酒田市山居町1-3-26 0234-22-4295

福島県 須藤　秀一 965-0045 福島県会津若松市西七日町１９－５７ 　 0242-24-3207

茨城県 中野　祐則 300-1232 茨城県牛久市上柏田4-24-24 029-872-5390

栃木県 小倉　伸宏 321-4532 栃木県真岡市長島352-1 0285-74-2314

群馬県 小嶋　武志 376-0052 群馬県桐生市天神町2丁目9-26 0277-22-0660

埼玉県 小宮山　宜司 336-0974 埼玉県さいたま市緑区大字大崎2120-11 048-812-2660

千葉県 渡来　士郎 270-2231 千葉県松戸市稔台137-2 047-363-6009

東京都 前田　保男 178-0062 東京都練馬区大泉町6-25-10 03-6751-7454

神奈川県 三枝　勝巳 211-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉2-5-8 045-413-5800

新潟県 本田　耕一 951-8055 新潟県新潟市中央区礎町通五ノ町2265 025-222-8686

富山県 菅田　眞一 930-2123 富山県富山市山田小島715 0764-57-2534

石川県 織平　秀一 926-0012 石川県七尾市万行町2-21-3 0767-52-9382

福井県 松野　良弘 910-0854 福井県 福井市御幸 ２丁目２５－９２ 　 0776-23-4774 　

山梨県 深澤　寛司 400-0502 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1205 0556-22-2776

長野県 金沢　康浩 386-0023 長野県上田市中央西1-9-34 0268-24-3850

岐阜県 大塚　昇 503-0102 岐阜県大垣市墨俣町墨俣371-1 0584-62-5626

静岡県 佐野　晋一 416-0944 静岡県富士市横割1丁目10-11 0545-62-0974

愛知県 秋葉　みどり 477-0032 愛知県東海市加木屋町高見50-19 0562-35-0766

三重県 遠藤　真二 510-1233 三重県三重郡菰野町菰野1438-3  　 059-393-1422 

　　TEL　0877-33-2020　　FAX　0877-56-6022

東京都豊島区北大塚2-17-5　少林寺拳法東京研修センター３階

　　TEL　03-5961-2190　　FAX　03-5961-2192

連　盟　本　部　・　各　連　盟　連　絡　先

一般財団法人　少林寺拳法連盟　本部

連盟名
　　連　　　　絡　　　　先　　　　（２０１７年　７月１日現在）

　　

　　　　　同　上　　　　東京事務所



連　絡　者 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ

滋賀県 三矢　善治 520-1112 滋賀県高島市永田912-2 0740-36-1068

京都府 三井　純一 661-0013 京都府宇治市菟道大垣内33-10 0774-23-2238

大阪府 大阪府少林寺拳法連盟 531-0071 大阪市北区中津2丁目8番中津リバーサイドコーポＡ棟1103号 06-6567-9339

兵庫県 溝口　利勝 675-0044 兵庫県加古川市西神吉町大国６５６－１４   　 079-431-4475 　

奈良県 野村　裕 639-0201 奈良県北葛城郡上牧町片岡台１丁目1-16 0745-73-3234

和歌山県 山口　登 649-6304 和歌山県和歌山市中筋日延351-1 073-461-1876

鳥取県 土堂　誠 680-0024 鳥取県鳥取市国府町松尾55 0857-58-0517

島根県 梶原　茂樹 699-0822 島根県出雲市神西沖町2485-2 0853-43-3351

岡山県 白神　三郎 7100846 岡山県倉敷市上富井185-5 086-422-4550

広島県 坪井　裕之 731-0152 広島県広島市安佐南区毘抄門台１丁目8-10 082-876-5746

山口県 倍地　弘憲 753-0871 山口県山口市朝田765-6 083-921-2823

徳島県 片山　光弘 774-0030 徳島県阿南市富岡町北通38-4 088-422-3491

香川県 伊達　義明 769-1615 香川県観音寺市大野原町丸井361-2 0875-27-8612

愛媛県 小野  芳洪 798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松761-5 0895-32-2638

高知県 片岡　孝雄 780-8066 高知県高知市朝倉己301-16 088-840-3537

福岡県 藤田　憲幸 809-0018 福岡県中間市通谷3-9-17 093-244-5464

佐賀県 飯盛　康一郎 846-0002 佐賀県多久市北多久町小侍45 0952-75-2309

長崎県 栗林　伴式 854-0053 長崎県諫早市小川町640-65 0957-21-4077

熊本県 緒方　公 861-4211 熊本県熊本市南区城南町今吉野1293-1 0964-28-0254

大分県 前田　敏文 876-0025 大分県佐伯氏大字池田2100 0972-22-6770

宮崎県 立山　慎 889-4502 宮崎県都城市高崎町江平1470-5 0986-77-7271

鹿児島県 下野　幸夫 8951721 鹿児島県薩摩郡さつま町山崎４４０１ 0996-56-9665

沖縄県 島袋　容子 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち３－５－１－１０１号 　ソレイユ・ルヴァン公園前 098-860-7065

全国高校 岡澤　義晃 611-0011 京都府宇治市五ケ庄戸ノ内7-53 050-1305-9445

全国中学 山川　智博 547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸３丁目2-59 06-6797-4858

全日本実業団 畑中  武弘 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田4-20-C-202 045-983-4203

関東実業団 畑中  武弘 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田4-20-C-202 045-983-4203

関西実業団 坂田　文郎 590-0503 大阪府泉南市新家613-9 072-483-1510

東海実業団 ニ若　正直 470-0335 愛知県豊田市青木町2-8-35 056-545-9385

四国実業団 坂田　浩司 761-0311 香川県高松市元山町728　グリーンパル103号 090-4546-0574

全自衛隊 生形　良隆 170-0011 東京都豊島区池袋本町4-44-18-209 03-5391-1543

　　連　　　　絡　　　　先　　　　（２０１７年　７月１日現在）
連盟名


