
 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          一般財団法人 少林寺拳法連盟 東京事務所  
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TEL:0877-33-2020  FAX:0877-56-6022        TEL:03-5961-2190   FAX:03-5961-2192 

   2020年4月20日現在 

連盟名 連絡者 郵便番号 住所 電話番号 

北海道 北海道少林寺拳法連盟 060−0001 

北海道札幌市中央区北一条西１５丁目１−３ 

大通ハイム3F 309号 011−699−6118 

青森県 上野 亨 039–1102 青森県八戸市一番町１丁目７−１０ 0178−27−2874 

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８−３２ 022–453−5000 

秋田県 関 金哉 010–0685 秋田県男鹿市北浦真山字白根坂台６６２ 0185−33–2079 

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 吉田 長寿 963–8874 

福島県郡山市深沢１丁目２−３５ 

ＪＲ東日本アパート１号棟２０２号 0249–33–5513 

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 321–4523 栃木県真岡市さくら二丁目１７－４ 0285–74–2314 

群馬県 上西 貴博 379–2304 群馬県太田市大原町２９８−３ 090-6009-0146  

埼玉県 小宮山 宜司 336–0974 埼玉県さいたま市緑区大崎２１２０−１１ 048–749–1017 

千葉県 阪井 聡司 273–0044 千葉県船橋市行田１−１５−１５−１０２ 047–430–3226 

東京都 小林 修 104–0043 

東京都中央区湊２−１５−１４ 

パークシティ中央湊ザ・タワー５１１号室 090-8772-6756  

神奈川県 三枝 勝巳 221–0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉２丁目５番８号 045–413−5800 

新潟県 東海林 正謙 959–0432 新潟県新潟市西蒲区川崎８７２−４ 0256−70−4805 

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 松田 典夫 919–0621 福井県あわら市市姫１丁目３番９号 0776−89−1842 

山梨県 深澤 寛司 400–0502 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺１２０５ 0556–22–8525 

長野県 中島 真一郎 381–2225 長野県長野市篠ノ井岡田２９９７−イ号 026–293–2280 

岐阜県 大塚 昇 503–0102 岐阜県大垣市墨俣町墨俣３７１番地の１ 0584–62–5626 
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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 松崎 弘明 518–0413 三重県名張市下比奈知２４９１ 0595–68–7727 

滋賀県 東野 修一 529–0522 滋賀県長浜市余呉町坂口５８２ 0749–86–2460 

京都府 三井 純一 520–2132 滋賀県大津市神領２−８−６ 077–544–6114 

大阪府 大阪府少林寺拳法連盟 531–0071 

大阪府大阪市北区中津２丁目８番-A棟１１０３ 

中津リバーサイドコーポ 06−6567−9339 

兵庫県 奥谷 昭博 678–0171 兵庫県赤穂市高野１２２７ 0791–48–0951 

奈良県 篠田 誠司 639–2103 奈良県葛城市西室２２番地４ 0745–69–5763 

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 森田 典秀 680–0002 鳥取県鳥取市浜坂東１丁目１６−６ 0857–29–0669 

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 植松 律雄 702–8044 岡山県岡山市南区福島４−６−２６ 086–262–6967 

広島県 小濱 慎之介 739–0047 

広島県東広島市西条下見５丁目８−４９ 

ハイカムールシゲモリＨ１０１ 090–5261–8328 

山口県 高橋 敏明 757–0004 山口県山陽小野田市山川１３５５−２０ 0836–73–2878 

徳島県 片山 光弘 774–0030 徳島県阿南市富岡町北通３８−４ 0884–22–3491 

香川県 田中 豊 769–2705 香川県東かがわ市白鳥８２８番地１ 0879–25–6625 

愛媛県 柳下 智宏 794-0038 愛媛県今治市末広町２丁目４ー２０ 0898–32–5384 

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

福岡県 重岡 利典 810–0014 福岡県福岡市中央区平尾５−３−３８−６０１ 092–523–7454 

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 高橋 正義 854–0055 長崎県諫早市栗面町280-58 0957–47–9148 

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 高橋 和孝 876–1511 大分県佐伯市長良８４１−１１ 0972–23–7006 
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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 西田 薫 891–3101 鹿児島県西之表市西之表２４２２−１ 0997–23–0746 

沖縄県 春名 政樹 901–0145 沖縄県那覇市高良２－１６－１６ SENAハウス１０５ 090–6858–5991 

全日本実業団 川田 弘行 272–0805 千葉県市川市大野町２丁目８５４−１−５０６ 047–339–5062 

関東実業団 小林 英司 270–2203 千葉県松戸市六高台４−７５ 047–384–4541 

東海実業団 二若 正直 470–0335 愛知県豊田市青木町２−８−３５ 0565–45–9385 

関西実業団 菱井 隆之 660–0827 兵庫県尼崎市西大物町１２番５８−８０８号 06–6489–0405 

四国実業団 大西 閲男 779–0114 徳島県板野郡板野町羅漢字吉田１２−５ 088–672−3762 

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

全国教職員 安田 智幸 719–0106 岡山県浅口市金光町地頭下８６７ 0865–42–7017 

全国高等学校 岡澤 義晃 611–0011 京都府宇治市五ケ庄戸ノ内７−５３ 0774–32–9445 

全国中学校 山川 智博 547–0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸４丁目２−７ 06–6797–4858 

 

 

 


