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北海道銃剣道連盟 梅尾　要一 066-0018 北海道千歳市旭ヶ丘2丁目1-20　山下明生方 0123-25-6031

青森県銃剣道連盟 高橋　修一 039-1103 青森県八戸市長苗代字島ノ前30-1　相野照昭方 017-782-3067

岩手県銃剣道連盟 玉澤徳一郎 020-0551 岩手県岩手郡雫石町笹森163-3　中村勝久方 019-692-1169

宮城県銃剣道連盟 愛知　治郎 985-0004 宮城県塩竈市藤倉2丁目14-14　相澤美智夫方 022-362-0775

秋田県銃剣道連盟 石井　　実 010-0101 秋田県潟上市天王字追分西32-15　遠山雄三方 018-873-4236

山形県銃剣道連盟 髙橋　光男 994-0006 山形県天童市成生621　奥山隆弘方 023-654-4972

福島県銃剣道連盟 佐藤　雅裕 960-2261 福島県福島市町庭坂字中通55-10　佐藤亨方 024-591-1864

茨城県銃剣道連盟 新谷　和也 306-0234 茨城県古河市上辺見1307-10　総和1号宿舎102　山口洋次郎方 090-4888-5826

栃木県銃剣道連盟 船田　　元 321-0132 栃木県宇都宮市雀の宮7-19-7　福田浩之方 028-655-0289

群馬県銃剣道連盟 中曽根弘文 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保3082-101　加藤正樹方 080-5644-4723

埼玉県銃剣道連盟 石野　貢三 331-0045 埼玉県さいたま市西区内野本郷421-20　大森雅一方 080-1216-0454

千葉県銃剣道連盟 御山　　昇 274-0077 千葉県船橋市薬円台4-3-24　小川功方 047-469-3517

東京都銃剣道連盟 長島　昭久 356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5丁目7-14-1307　雄山大方 049-215-5277

神奈川県銃剣道連盟 鈴木　　健 238-0052 神奈川県横須賀市佐野町5-25-9　佐賀良幸光方 050-1240-7078

山梨県銃剣道連盟 加瀬　　昇 404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷1170　竹島三樹登方 0553-33-5819

新潟県銃剣道連盟 熊倉　光生 959-1276 新潟県燕市小池1347-1　長谷川元方 0256-66-5547
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富山県銃剣道連盟 濱谷　隆平 935-0333 富山県氷見市吉滝1018-1　井畠大方 0766-95-1527

石川県銃剣道連盟 佐々木　紀 920-0821 石川県金沢市山王町2-83　堀口寛之方 076-251-7351

福井県銃剣道連盟 稲田　朋美 918-8001 福井県福井市つくも1-3-15　コーポISHIBA101号　増田宇秀方 0776-34-4371

長野県銃剣道連盟 本郷　一彦 399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島2595-3　松田千眞男方 0265-86-6029

岐阜県銃剣道連盟 堀　　孝正 503-0893 岐阜県大垣市藤江町3-29　棚橋武司方 0584-81-4576

静岡県銃剣道連盟 和田　篤夫 412-0043 静岡県御殿場市新橋1917-7　矢野満方 0550-84-3966

愛知県銃剣道連盟 野中　泰志 486-0846 愛知県春日井市朝宮町1-10-7　山口輝方 0568-82-3990

三重県銃剣道連盟 田村　憲久 519-0433 三重県度会郡玉城町勝田2204-85　青山仁美方 059-658-3582

滋賀県銃剣道連盟 小林　久眞 522-0086 滋賀県彦根市後三条町13　寺村大佑方 0749-22-3680

京都府銃剣道連盟 家元　　優 620-0921 京都府福知山市かしの木台3-36-3　竹田成彦方 0773-23-3776

大阪府銃剣道連盟 尾上　　豊 543-0014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町8-23　髙嶋将男方 06-6764-6260

兵庫県銃剣道連盟 小田　幸昌 653-0884 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目5-7　扶川壽保方 078-643-1055

奈良県銃剣道連盟 米津　浩幸 630-8003 奈良県奈良市佐紀待町2553　東久保亀登方 0742-34-2692

和歌山県銃剣道連盟 尾崎　要二 640-8431 和歌山県和歌山市向85　和中務方 073-453-5606

鳥取県銃剣道連盟 赤澤　亮正 683-0853
鳥取県米子市両三柳2603　陸上自衛隊米子駐屯地
第8普通科連隊第2中隊　井ノ上仁宛

090-6837-1835

島根県銃剣道連盟 成相　安信 699-0822 島根県出雲市神西沖町1103-7　門脇克未方 080-3050-1859
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岡山県銃剣道連盟 山根　正志 708-1311 岡山県勝田郡奈義町久常295-44　南條和志方
0868-36-5151

内線468

広島県銃剣道連盟 新谷　正義 731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園6-7-6-1212　高尾草平方 082-922-4923

山口県銃剣道連盟 島田　教明 753-0222 山口県山口市大内矢田南5丁目7-1　西昌男方 083-927-7323

徳島県銃剣道連盟 神原　常経 779-1103 徳島県阿南郡羽ノ浦町春日野1-518　東川均方 0884-44-2763

香川県銃剣道連盟 辻村　　修 765-0053 香川県善通寺市生野町855　尽誠学園五岳寮　山田英昭宛 090-3662-0210

愛媛県銃剣道連盟 本宮　　勇 790-0813 愛媛県松山市萱町6丁目64-3　ダイアパレス松山Ｋ-スクエア902　浦部聖二方 089-994-6206

高知県銃剣道連盟 今村　　功 781-5451
高知県香南市香我美町上分3390　陸上自衛隊高知駐屯地
第50普通科連隊銃剣道訓練隊宛

088-755-3171
内線238

福岡県銃剣道連盟 青木　泰憲 818-0066 福岡県筑紫野市永岡537-5　水上清則方 092-925-3451

佐賀県銃剣道連盟 石倉　秀郷 840-0047 佐賀県佐賀市与賀町2-18　自衛隊佐賀地方協力本部援護課　河合大地宛 0952-24-2291

長崎県銃剣道連盟 三浦　正司 854-0055 長崎県諫早市栗面町280-54　松田健治方 0957-22-1420

熊本県銃剣道連盟 沼沢　　満 861-1102 熊本県合志市須屋2972-207　渋谷一幸方 096-242-3500

大分県銃剣道連盟 亀井　重義 874-0820 大分県別府市原町9-7　行平郁方 0977-25-6485

宮崎県銃剣道連盟 児玉　慎二 885-0094 宮崎県都城市都原町7255-1　松下正方 0986-26-8382

鹿児島県銃剣道連盟 山下　　要 899-5102 鹿児島県霧島市隼人町真孝57-29　小田勝美方 0995-43-5129

沖縄県銃剣道連盟 山縣　正明 901-0325 沖縄県糸満市字大里135-1　加藤哲也方 098-866-3023

全日本学生銃剣道連盟 戸水　俊輔 989-6116 宮城県大崎市古川李埣東田165-1　千葉隆方 090-3641-7006


