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北海道ブロック体操協会 代表者 川端 茂夫 006-0807
北海道札幌市手稲区新発寒7条8丁目
5-24

011-681-7502 011-681-7502 kawabata@cream.plala.or.jp

北海道体操連盟 事務局長 森多 伸明 067-0063
北海道江別市上江別西町40番地江別
市立江別第一中学校内

北海道体操連盟事務局 011-398-8761 011-398-8761 info@do-taisou.sakura.ne.jp http://www.do-taisou.sakura.ne.jp/

東北ブロック体操協会 代表者 椎名 厚 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

青森県体操協会 事務局長 丹藤 真澄 039-1104
青森県八戸市田面木字上野平53-2
八戸聖ウルスラ高等学校

0178-27-2245 0178-27-2171 masumi.tando@gmail.com

岩手県体操協会 事務局長 五日市 悌 020-0062
岩手県盛岡市長田町7-60 岩手高等
学校内

岩手県紫波郡矢巾町又兵ェ新田
６－１－１１

 019‐624-4445  019-651-3454 y-itsukaichi@iwate-jh.ed.jp http://www7a.biglobe.ne.jp/~iwategym/

宮城県体操協会
理事長兼
事務局長

石川 信雄 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

秋田県体操協会 事務局長 金野 東 012-0045 秋田県湯沢市岡田町9-11 0183-73-0636 0183-73-0636 azuma_gym@yahoo.co.jp http://gymakita.blog.fc2.com/

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 0237-47-1543 0237-47-1543 yamagatagym1952@yahoo.co.jp

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 福島県立須賀川高等学校内 0248-75-3325 0248-72-7114 suzuki.seiya@fcs.ed.jp

関東ブロック体操協会 代表者 長谷川 貞巳 186-0013 東京都国立市青柳2-5-14 042-522-8135 03-5481-3149 sadami.hase@gmail.com

茨城県体操協会  事長兼事務局 松枝 弘幸 311-0111 茨城県那珂市後台1710-1 茨城県立那珂高等学校内 029-295-2710 029-295-4640 matsueda_hiroyuki@yahoo.co.jp http://gymibk.officialblog.jp/

栃木県体操協会
理事長兼
事務局長

渡邊 一郎 329-1233
栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2261-
51

028-612-4860 028-612-4860 watanabe-i01@tochigi-edu.ed.jp http://www.tochigi-gim.com/

群馬県体操協会 事務局長 竹村 隆一 370-0829 群馬県高崎市高松町５－３ 高崎市立高松中学校 027-322-3853 027-328-2269 takaichi.t528@hotmail.co.jp http://kazuhiro1775.webu.jp/

埼玉県体操協会 事務局長 山口 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

千葉県体操協会 事務局長 鈴木 久良子 277-0008 千葉県柏市戸張944 日本体育大学柏高等学校 04ｰ7167-1301 04ｰ7167-5338 gymchiba@yahoo.co.jp http://www.chiba-gym.jp/

東京都体操協会 総務委員長 山口 慶司 154-8553 東京都世田谷区若林4-32-1 国士舘高等学校内 03-5481-3136 03-5481-3149 sadami.hase@gmail.com http://totaikyou.jimdo.com/

神奈川県体操協会 事務局長 臼井 一正 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/

山梨県体操協会 事務局長 斉藤 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/

北信越体操協会 代表者 田中 誠一 916-0035 福井県鯖江市新町4-10-6 0778-52-7804 tanaka@fukui-gym.com

新潟県体操協会 事務局長 南日 豊子 950-0905 新潟市中央区天神尾２－５－１８ 025-241-3621 j702uchino@city-niigata.ed.jp

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 026-253-4191 ngn-gym@mx1.avis.ne.jp http://w1.avis.ne.jp/~ngn-gym/

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 0766-84-2330 0766-84-2354 kaizaki_kaoru_rg@yahoo.co.jp http://tymgym.jp/

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
金沢市立工業高校　内

石川県体操協会事務局 076-267-3101 076-267-3102 minoru@shiko-th.ed.jp

福井県体操協会 事務局長 桑野 泰成 916-0005 福井県鯖江市杉本町513 鯖江市立待体育館内 0778-51-1567 0778-51-8865 taisou@fukui-gym.com http://www.fukui-gym.com/
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東海ブロック体操協会 代表 村木 啓造 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町1664-2 053-438-5968 053-438-5968 kunstmura@yahoo.co.jp

静岡県体操協会 事務局長 青柳 敦子 417-8545 静岡県富士市今泉2160 県立吉原高校内 0545-52-1440 0545-52-8082 atsukodapyon@yahoo.co.jp http://shizuoka-gym.com/

愛知体操協会 事務局長 佐伯 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 090-5628-4157 aichi_gym@yahoo.co.jp http://www.geocities.jp/aichigym/

三重県体操協会 事務局長 前田 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 059-336-5931 mail@mie-gym.jp http://www.mie-gym.jp/

岐阜県体操協会 事務局長 近藤 慶一 503-0121
岐阜県安八郡安八町氷取222番地の
11

ＯＫＢ体操アリーナ内 0584-71-8308 0584-71-8308 info@gifuga.com http://gifuga.com

近畿ブロック体操協会 代表者 尾嵜 隆之 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺516 近畿大学附属和歌山高校 073-452-1161 takashi.o.gym@gmail.com

滋賀県体操協会 事務局長 木村 順子 525-0066 滋賀県草津市矢橋町2070-1-1114 077-562-2784 077-522-3651 jkimura@sumire.ac.jp

京都体操協会 事務局長 小嵜 さゆり 602-8013 京都市上京区烏丸通下立売西入 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/

大阪体操協会 事務局長 武田 庄治 666-0116 兵庫県川西市水名台2-2-86 大阪体操協会 072-792-1695 072-737-1046 takedagym117@yahoo.co.jp http://www.osaka-gym..jp/

兵庫県体操協会 事務局長 安楽 淳也 652-0043 兵庫県神戸市兵庫区会下山町3-16-1 神戸市立神港橘高等学校 078-579-3650 078-579-1330 hyougophoenix@yahoo.co.jp https://gymhyogo.wixsite.com/gymhyogo

奈良県体操協会 事務局長 東 美孝 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

和歌山県体操協会 事務局長 木村 光 640-8322 和歌山市秋月３４０ 090-2284-1899 Hikarukimura54@gmail.com

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 0848 -38-2571 0848-38-2572 gym8096@mx4.tiki.ne.jp

鳥取県体操協会 事務局長 濵部 武生 689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭688 智頭町立智頭中学校内 0858-75-0210 0858-75-0670 hamatake55@gmail.com https://hamatake555.blogspot.com/

島根県体操協会 事務局長 渡辺 健太郎 697-0034 島根県浜田市相生町4303-2 090-1010-6300 0855-22-9736 kabc1219@yahoo.co.jp

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 建治 773-0022 徳島県小松島市大林町字金島102-11 0885-38-2190 tokushimagym@yahoo.co.jp

愛媛県体操協会 事務局長 小池 哲 791-8062 愛媛県松山市住吉1-3-33 Fly体操クラブ内 089-989-7040 089-989-7040 gymehimejim-koike@yahoo.co.jp

高知県体操協会 事務局長 大塚文子 782-0016 高知県香美市土佐山田町山田1361 高知県立山田特別支援学校内 0887ー52ー2195 0887ー52ー0031 fumiko.ootsuka@gmail.com

九州ブロック体操協会 代表者 西 照彦 869-1233 熊本県菊池郡大津町大津１３４０ 大津高校内 096-294-2070 096-294-2070 teru_teru2424@yahoo.co.jp
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福岡県体操協会 事務局長 奥畑 博幸 807-0078 北九州市八幡西区中の原1-12-16 guate02.okuyan@gmail.com http://fukgym.client.jp/

佐賀県体操協会 事務局長 古賀 直人 849－0937
佐賀県佐賀市鍋島２丁目7－8 (自
宅）

0952－31－5078 0952－31－5078 sagaken_taisou@yahoo.co.jp

長崎県体操協会 事務局長 鹿摩 幸政 852-8134 長崎県西彼杵郡時津町左底郷245-2
青雲高等学校・青雲中学校内和
敬寮

095-881-7075 yukkin3271de@yahoo.co.jp

熊本県体操協会
理事長兼
事務局長

西 照彦 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 873-0014 大分県杵築市大字本庄2379番地 大分県立杵築高等学校内 0978-62-2037 0978-62-2122 oita.gym.asso.sec@gmail.com http://oitaga.g1.xrea.com/

宮崎県体操協会 事務局長 宮本 和美 882-0007 宮崎県延岡市桜ヶ丘3-7122 延岡商業高校内 0982-32-6348 0982-32-6349 miyakazu199@yahoo.co.jp

鹿児島県体操協会 事務局長 山下 元 891-0117 鹿児島県鹿児島市西谷山2-18-16 099-260-5543 099-260-5543
yamashita-
2011@olive.plala.or.jp

沖縄県体操協会 事務局長 又吉 優子 904-2214 沖縄県うるま市安慶名2-18-37 うるま市立あげな中学校内 098-972-3276 098-972-2784 yuko31226@gmail.com


