ブロック・都道府県体操協会名簿

更新日2018/1/31

地区

役職

氏名

北海道ブロック体操協会

代表者

川端

北海道体操連盟

事務局長

森多

東北ブロック体操協会

代表者

青森県体操協会

事務局長

岩手県体操協会

事務局長

宮城県体操協会

理事長兼
事務局長

秋田県体操協会

事務局長

山形県体操協会

事務局長

安達

優美

999-3764 山形県東根市神町東1-10-43

福島県体操協会

理事長

鈴木

聖也

962-0863 福島県須賀川市緑町８８番地

関東ブロック体操協会

代表者

長谷川

茨城県体操協会

事務局長

松枝

栃木県体操協会

理事長兼
事務局長

群馬県体操協会

事務局長

埼玉県体操協会

事務局長

千葉県体操協会

事務局長

鈴木

東京都体操協会

理事長兼
事務局長

長谷川

神奈川県体操協会

事務局長

臼井

一正

山梨県体操協会

事務局長

斉藤

北信越ブロック体操協会

代表者

新潟県体操協会

椎名
髙谷
里舘
石川
小縄

〒

住所

茂夫

006-0807

北海道札幌市手稲区新発寒7条8丁目
5-24

伸明

067-0063 江別市上江別西町４０

江別第一中学校

080-8287-4847

010-0875 秋田県秋田市千秋明徳町2-26

秋田和洋女子高等学校

018-846-1351

018-846-1351

aktwayo2000@yahoo.co.jp

031-0001 青森県八戸市類家一丁目４番47号

青森県立八戸東高等学校内

0178-43-0262

0178-43-0262

takaya-koichi@m05.asn.ed.jp

020-0105 岩手県盛岡市北松園1-13-2

019-662-3590

019-662-3590

satochan@ictnet.ne.jp

989-4103 宮城県大崎市鹿島台平渡字小沢12-7

0229-56-5757

0229-56-5757

nobuo-0302@mopera.net

018-832-7758

018-832-7758

tpxtk159@ybb.ne.jp

0237-47-1543

0237-47-1543

yamagatagym1952@yahoo.co.jp

福島県立須賀川高等学校内

0248-75-3325

0248-72-7114

suzuki.seiya@fcs.ed.jp

国士舘高等学校内

03-5481-3138

03-5481-3149

hasegaws@kokushikan.ac.jp

茨城県立那珂高等学校内

厚
浩一
満
信雄

住所２

久美子 010-0013 秋田県秋田市南通築地4-26

貞巳 154-8553 世田谷区若林4-32-1

TEL

FAX

011-681-7502

011-681-7502

e-mail＿1

協会HP他

kawabata@cream.plala.or.jp
do-taisou-office@sky.plala.or.jp

http://www11.plala.or.jp/taisou/

http://www7a.biglobe.ne.jp/~iwategym/

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymakita/

弘幸

311-0111 茨城県那珂市後台1710-1

029-295-2710

029-295-4640

matsueda_hiroyuki@yahoo.co.jp

一郎

栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2261329-1233
51

028-612-4860

028-612-4860

watanabe-i01@tochigi-edu.ed.jp http://www.tochigi-gim.com/

実

370-0017 群馬県高崎市西島町97-2

027-353-0566

027-353-0566

shimizum51@yahoo.co.jp

英将

344-0061 埼玉県春日部市粕壁5539

埼玉県立春日部高等学校内

048-752-3141

048-960-1186

yamaguchi.hidemasa.79@spec.ed.
jp

柏日体高等学校内

047-167-1301

047-167-5338

gymchiba@yahoo.co.jp

http://www.chiba-gym.jp/

国士舘高等学校内

03-5481-3136

03-5481-3149

hasegaws@kokushikan.ac.jp

http://totaikyou.jimdo.com/

239-0804 神奈川県横須賀市吉井2-1-39

090-1823-4495

046-835-6693

taisou.kanagawa@k5.dion.ne.jp

http://www.taisoukanagawa.com/

貴之

409-1313 山梨県甲州市下岩崎1888-2

0553-37-4673

0553-37-4673

tsaitoh@kai.ed.jp

http://www.kai.ed.jp/yga/

田中

誠一

916-0035 鯖江市新町４－１０－６

0778-52-7804

0778-52-7804

tanaka@fukui-gym.com

事務局長

南日

豊子

950-0905 新潟県新潟市中央区天神尾2-5-18

長野県体操協会

事務局長

湯本

光彦

380-0803 長野県長野市三輪9-13-10

中沢荘5号

026-241-5843

富山県体操協会

事務局長

海崎

薫

934-8585 射水市西新湊２１－１０

富山県立新湊高等学校

石川県体操協会

事務局長

山崎

稔

920-0344 石川県金沢市畝田東1-1-1

福井県体操協会

事務局長

916-0005 福井県鯖江市杉本町513

渡邊
清水
山口

川﨑

久良子 277-0008 千葉県柏市戸張944
貞巳 154-8553 東京都世田谷区若林4-32-1

純子

鯖江市役所内

025-241-3621

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymibk/

http://kazuhiro1775.webu.jp/

j302toyano@city-niigata.ed.jp

http://www.niigata-gym.blogzine.jp/

026-253-4191

ngn-gym@mx1.avis.ne.jp

http://w1.avis.ne.jp/~ngn-gym/

0766-84-2330

0766-84-2354

org@tymgym.jp

http://tymgym.jp/

金沢市立工業高校内

076-267-3101

076-267-3102

minoru@shiko-th.ed.jp

鯖江市立待体育館内

0778-51-1567

0778-51-8865

taisou@fukui-gym.com

ブロック・都道府県体操協会名簿
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地区

役職

東海ブロック体操協会

代表者

静岡県体操協会

事務局長

愛知体操協会

事務局長

佐伯

三重県体操協会

事務局長

前田

岐阜県体操協会

事務局長

氏名

末次
佐藤

〒

好己

住所２

502-0814 岐阜県岐阜市福光西3-8-6

TEL

沼津工業高等専門学校内

055-920-3716

孝子

461-0025 愛知県名古屋市東区徳川2丁目24-9

愛知体操協会事務局

090-5627-4157

憲一

510-0835 三重県四日市市大井手1丁目1-19

ベルセジュールC101号

059-336-5930

一彦

岐阜県安八郡安八町氷取222番地の
503-0121
11

ＯＫＢ体操アリーナ内

尾嵜 隆之

578-0944 東大阪市若江西新町5-3-1

津田

525-0041 滋賀県草津市青地町1252番地の１

近畿ブロック体操協会

代表者

滋賀県体操協会

理事長兼
事務局長

京都体操協会

事務局長

大阪体操協会

事務局長

兵庫県体操協会

事務局長

安楽

奈良県体操協会

副会長

東

小嵜
濱本

木村

圭吾

さゆり 602-8013 京都市上京区烏丸通下立売西入
匡
淳也
美孝

e-mail＿1

協会HP他

ymca_suenami@yahoo.co.jp
055-920-3716

msatoh@la.numazu-ct.ac.jp

http://shizuoka-gym.com/

aichi_gym@yahoo.co.jp

http://www.geocities.jp/aichigym/

059-336-5931

mail@mie-gym.jp

http://www.mie-gym.jp/

0584-71-8308

0584-71-8307

info@gifuga.com

http://gifuga.com

近畿大学附属高等学校・中学校

06-6722-1261

06-6729-7385

takashi.o.gym@gmail.com

一般社団法人四幸内

077-575-1515

077-575-9630

shikou12521@maia.eonet.ne.jp

平安女学院中学校・高等学校

075-414-8111

075-414-8119

osaki@heian.ac.jp

http://www.kyotogym.jp/

hamamoto@skyblue.ocn.ne.jp

http://www.osaka-gym.jp/

639-0266 奈良県香芝市旭ヶ丘4-7-1

0745-77-5891

652-0043 兵庫県神戸市兵庫区会下山町3-16-1 神戸市立兵庫商業高等学校

078-945-7663

078-945-7671

hyougophoenix@yahoo.co.ｊｐ

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymhyogo/

634-0831 奈良県橿原市曽我町898-4

0744-23-3280

0744-23-3280

nara-taisou@lime.ocn.ne.jp

http://www.nara-taisoukyoukai.jp/index.html

和歌山市秋月３５５シャーメゾン秋
640-8322
月Ａ－１０５

090-2284-1899
0848 -38-2571

0848-38-2572

gym8096@mx4.tiki.ne.jp

0857-82-0118

0857-82-0312

hamatake55@gmail.com

0855-26-0187

0855-26-0187

kabc1219@yahoo.co.jp

和歌山県体操協会

事務局長

中国ブロック体操協会

代表者

田坂

利明

723-0131 広島県三原市小坂町1306

鳥取県体操協会

事務局長

濱部

武生

689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭６８８

島根県体操協会

事務局長

渡辺

光

FAX

058-295-1682

410-8501 静岡県沼津市大岡3600

宮丸

誠

住所

智頭中学校内

健太郎 697-0034 島根県浜田市相生町4303-2

kimu-sr1014@hb.tp1.jp

http://ww7.enjoy.ne.jp/~tottoritaiso/

岡山県体操協会

事務局長

岡井

克明

701-0145 岡山県岡山市北区今保126-2-206

080-2908-1000

086-241-7838

okai@taisou-okayama.com

http://www.taisou-okayama.com/

広島県体操協会

理事長兼
事務局

田坂

利明

723-0131 広島県三原市小坂町1306番地

0848-38-2571

0848-38-2572

gym8096@mx4.tiki.ne.jp

http://www.asakita.jp/kentaisou/

山口県体操協会

事務局長

福新

真紀

753-0043 山口県山口市宮島町6-1

山口県立山口中央高等学校内

083-922-0032

083-932-2838

fukushin.maki@ysn21.jp

四国ブロック体操協会

代表者

竹内

克也

780-0956 高知県高知市北端町100

高知中学・高等学校

088-840-1111

088-844-7578

ktakeuchi@kou.kochigakuen.jp

香川県体操協会

事務局長

久本

昌美

760-0068 香川県高松市松島町1-14-8

高松中央高等学校内

087-831-1291

087-862-0290

hisamoto@ta-chuo.ed.jp

徳島県体操協会

事務局長

沖

愛媛県体操協会

事務局長

小池

高知県体操協会

事務局長

樋口

九州ブロック体操協会

代表者

西

建治
哲
敦勇
照彦

773-0022 徳島県小松島市大林町字金島102-11
791-8062 愛媛県松山市住吉1-3-33

0885-38-2190
Fly体操クラブ内

780-0043 高知県安芸市川北甲2013-2
869-1233 熊本県菊池郡大津町大津１３４０

089-989-7040

tokushimagym@yahoo.co.jp
089-989-7040

090-7144-7825
大津高校内

096-294-2070

gymehimejim-koike@yahoo.co.jp
atsuo.higuchi@gmail.com

096-294-2070

teru_teru2424@yahoo.co.jp

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymehime/
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地区

役職

氏名

福岡県体操協会

事務局長

溝部

秀樹

805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光5-9-1

佐賀県体操協会

事務局長

古賀

直人

849-0923 佐賀市日の出2-1-11スポーツ課分室

長崎県体操協会

理事長兼
事務局長

奥野

禎浩

850-0011 長崎市鳴滝1-4-1

鳴滝高等学校内

095-820-0078

095-820-0070

gym.nebari.1225@gmail.com

熊本県体操協会

理事長兼
事務局長

西

869-1233 熊本県菊池郡大津町大津1340

大津高等学校内

096-294-2070

096-294-2070

teru_teru2424@yahoo.co.jp

大分県体操協会

事務局長

井上

顕式

876-0848 大分県佐伯市城下東町7-1

大分県立佐伯鶴城高等学校内

0972-22-3101

0972-23-2115

inoue-akinori@oen.ed.jp

宮崎県体操協会

事務局長

児玉

和男

881-0005 宮崎県西都市大字三宅2798

0983-43-1285

0983-43-1285

japansaito890100@kpb.biglobe.n
http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymmyzk/
e.jp

鹿児島県体操協会

事務局長

891-0117 鹿児島県鹿児島市西谷山2-18-16

099-260-5543

099-260-5543

yamashita2011@olive.plala.or.jp

沖縄県体操協会

事務局長

098-972-3276

098-972-2784

yuko31226@gmail.com

山下
又吉

〒

照彦

元
優子

住所

904-2214 沖縄県うるま市安慶名2-18-37

住所２

九州国際大学付属高等学校内

TEL

FAX

093-671-8443

093-671-9028

0952-30-7716

うるま市立あげな中学校内

e-mail＿1

協会HP他

mizobe@kif.ed.jp

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymfukuoka/

koga-naotoa@pref.saga.lg.jp

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymsaga/

htpp://www.geocities.jp/oita_ga/

