
代表者（会長）名 〒 Ｔ　Ｅ　Ｌ

北海道銃剣道連盟 丸岩　公充 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 對馬　敦夫 030-0852 青森県青森市大野字鳴滝78-97　木村勝則　方 017-739-5147

岩手県銃剣道連盟 玉澤徳一郎 020-0002 岩手県盛岡市桜台1丁目23-1　佐々木利朗　方 019-667-2830

宮城県銃剣道連盟 吉岡　良樹 983-0857 宮城県仙台市宮城野区東十番丁9-1-304　昆野　優　方 022-256-0095

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 丹治　智幸 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 佐久間善彦 311-1523 茨城県鉾田市串挽1092-1　エントピアタウンＡ-4号　岩切聖和　方 0291-32-3133

栃木県銃剣道連盟 船田　　元 320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町1145-27　齋藤幸男　方 028-665-7339

群馬県銃剣道連盟 中曽根弘文 369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木802-3　織茂修一　方 0495-33-8088

埼玉県銃剣道連盟 橋本　　一 360-0841 埼玉県熊谷市新堀1275-2　戸丸敏雄　方 048-532-5179

千葉県銃剣道連盟 中尾　英夫 274-0073 千葉県船橋市田喜野井1-30-8　小坂光生　方 047-477-4042

東京都銃剣道連盟 小池百合子 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財3-14-20　村井敏夫　方 048-463-9393

神奈川県銃剣道連盟 鈴木　　健 222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町2769-9　鈴木勝良　方 045-432-8340

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 北條　雄一 955-0084 新潟県三条市石上3-34-47　丸山育男　方 0256-34-3004
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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 紐野　義昭 921-8831 石川県野々市市下林4丁目134番地　高柳陽一　方 076-248-0624

福井県銃剣道連盟 稲田　朋美 918-8005 福井県福井市みのり1丁目26-23　桑原義喜　方 0776-35-1426

長野県銃剣道連盟 本郷　一彦 390-8508 長野県松本市高宮西1-1　松本駐屯地内　隊内クラブ　小林七郎　宛 0263-28-4589

岐阜県銃剣道連盟 堀　　孝正 500-8381 岐阜県岐阜市市橋6-2-12　宮部伸久　方 058-275-0390

静岡県銃剣道連盟 吉川　　赳 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 芹澤　安登 442-0027 愛知県豊川市桜木通5-21-1　池島二三男　方 0533-84-9774

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 冨永　　誠 520-1655 滋賀県高島市今津町日置前310-2　今津銃剣道スポーツ少年団　宛 0740-22-0219

京都府銃剣道連盟 植田　喜裕 620-0921 京都府福知山市かしの木台3-36-6　竹田成彦　方 0773-23-3776

大阪府銃剣道連盟 伊藤　武人 543-0024 大阪府大阪市天王寺区舟橋町19-19-405　新谷嘉成　方 070-5266-6353

兵庫県銃剣道連盟 小田　幸昌 663-8134 兵庫県西宮市上田中町14-41　卜部守信　方 0798-47-3573

奈良県銃剣道連盟 大久保博一 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普通科連隊銃剣道訓練隊　田邊広宣　宛

0859-29-2161
内線512

島根県銃剣道連盟 成相　安信 693-0052 島根県出雲市松寄下町460-10　浜渦宣男　方 0853-21-9180
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岡山県銃剣道連盟 戸室　敦雄 719-3153 岡山県真庭市栗原849-2　山﨑恵介　方　
0868-36-5151

内線468

広島県銃剣道連盟 沖宗　正明 732-0004 広島県広島市東区戸坂山崎町2-16　佐々木秀彦　方 082-892-3700

山口県銃剣道連盟 山内　和男 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 760-0078 香川県高松市今里町407-3　グランドール寺岡Ⅱ Ｂ-202　浦部聖二　方 087-899-8292

愛媛県銃剣道連盟 横田　弘之 791-1132 愛媛県松山市久谷町甲2-7　田中　修　方 089-963-2470

高知県銃剣道連盟 百田　一雄
（代　行）

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　小原秋義　宛

088-755-3171
内線409

福岡県銃剣道連盟 吉田　邦雄 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 山口　八郎 842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7　陸上自衛隊目達原駐屯地
西部方面後方支援隊 第3科内　河合大地　宛

0952-52-2161

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 879-5102 大分県由布市湯布院町川上2975-1　秋吉邦洋　方 0977-85-8085

宮崎県銃剣道連盟 児玉　慎二 885-0086 宮崎県都城市久保原町11-7　佐藤安一　方 0986-26-1310

鹿児島県銃剣道連盟 竹原　光則 899-6303 鹿児島県霧島市横川町中ノ4803-4　井之上三郎　方 0995-72-9539

沖縄県銃剣道連盟 山縣　正明 901-0192 沖縄県浦添市屋富祖3-9-3　丸城開発ビルＡ-302　浜崎芳久　方 098-988-3781

全日本学生銃剣道連盟 戸水　俊輔 239-0829 神奈川県横須賀市若宮台2-25　荒谷道郎　方 046-844-7385


