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北海道ブロック体操協会 吉村  佳子 代表者 yoshikei@hokusho-u.ac.jp

北海道体操連盟 小山 翔平 事務局長 info@do-taisou.sakura.ne.jp http://www.do-taisou.sakura.ne.jp/

東北ブロック体操協会 椎名 厚 代表者 aktwayo2000@yahoo.co.jp 

青森県体操協会 丹藤 真澄 事務局長 masumi.tando@gmail.com 

岩手県体操協会 五日市 悌 事務局長 y-itsukaichi@iwate-jh.ed.jp http://www7a.biglobe.ne.jp/~iwategym/

宮城県体操協会 石川 信雄 理事長兼事務局長 nobuo-0302@mopera.net 

秋田県体操協会 金野 東 事務局長 azuma_gym@yahoo.co.jp  http://gymakita.blog.fc2.com/

山形県体操協会 安達 優美 事務局長 yamagatagym1952@yahoo.co.jp 

福島県体操協会 鈴木 聖也 理事長 suzuki.seiya@fcs.ed.jp

関東ブロック体操協会 石橋  一彰 代表者 bisibasi@pop12.odn.ne.jp

茨城県体操協会 松枝 弘幸 理事長兼事務局長 matsueda_hiroyuki@yahoo.co.jp  http://gymibk.officialblog.jp/

栃木県体操協会 國西 佑輔 事務局長 kuninishi-y01@tochigi-  edu.ed.jp www.tochigi-gim.com

群馬県体操協会 竹村 隆一 事務局長 takaichi.t528@hotmail.co.jp http://kazuhiro1775.webu.jp/

埼玉県体操協会 山口英将 事務局長 gym.saitama@gmail.com  https://saitama-gym.com/

千葉県体操協会 鈴木 久良子 事務局長 gymchiba@yahoo.co.jp  http://www.chiba-gym.jp/

東京都体操協会 山口 慶司 総務委員長 bisibasi@pop12.odn.ne.jp  http://totaikyou.jimdo.com/

神奈川県体操協会 臼井 一正 事務局長 taisou.kanagawa@k5.dion.ne.jp  http://www.taisoukanagawa.com/

山梨県体操協会 小野真太 事務局長 onoshin@kai.ed.jp  http://yamanashitaisou.livedoor.blog/

北信越体操協会 石川  秀樹 代表者 hideki-gym@nifty.com

新潟県体操協会 南日 豊子 事務局長 nanchi8716@gmail.com  http://www.niigata-gym.jp

長野県体操協会 湯本 光彦 事務局長 ngn-gym@mx1.avis.ne.jp 

富山県体操協会 海崎 薫 事務局長 kaizaki_kaoru_rg@yahoo.co.jp  http://tymgym.jp/

石川県体操協会 山崎  稔 事務局長 jimu@ishikawa-gym.jp  https://www.ishikawa-gym.jp/

福井県体操協会 野尻  悦子 事務局長 taisou@fukui-gym.com http://www.fukui-gym.com/

東海ブロック体操協会 伊藤 清美 代表者 i.kiyomi@mxs.mie-c.ed.jp

静岡県体操協会 青柳 敦子 事務局長 shizuoka2020gym-  jimukyoku@yahoo.co.jp  https://shizuoka-gym.com

愛知体操協会 佐伯孝子 事務局長 aichi_gym@yahoo.co.jp  http://www.aichi-gym.jp

三重県体操協会 前田憲一 事務局長 mail@mie-gym.jp  https://mie-gym.jp

岐阜県体操協会 近藤慶一 事務局長 info@gifuga.com  http://gifuga.com/

近畿ブロック体操協会 尾嵜 隆之 代表者 takashi.o.gym@gmail.com

滋賀県体操協会 木村 順子 事務局長 jkimura@sumire.ac.jp

京都体操協会 小嵜 さゆり 事務局長 osaki@heian.ac.jp http://www.kyotogym.jp/

大阪体操協会 武田 庄治 理事長兼事務局長 takedagym117@yahoo.co.jp http://www.osaka-gym..jp/

兵庫県体操協会 安楽 淳也 事務局長 hyougophoenix@yahoo.co.jp https://gymhyogo.wixsite.com/gymhyogo

奈良県体操協会 東  美孝 事務局長 nara-taisou@lime.ocn.ne.jp http://nara-taisoukyoukai.jp/

和歌山県体操協会 木村 光 事務局長 Hikarukimura54@gmail.com http://wakayama-gym.com

中国ブロック体操協会 田坂 利明 代表者 gym8096@mx4.tiki.ne.jp

鳥取県体操協会 濵部武生 事務局長 hamatake55@gmail.com  hamatake555.blogspot.com

島根県体操協会 寺井 貴夫 事務局長 terai-takao@city.hamada.lg.jp

岡山県体操協会 原  康之 理事長 hara007@do4.enjoy.ne.jp  http://www.taisou-okayama.com

広島県体操協会 田坂 利明 理事長兼事務局 gym8096@mx4.tiki.ne.jp  http://www.asakita.jp/kentaisou/

山口県体操協会 福新 真紀 事務局長 fukushin.maki.kb@m.ysn21.jp 

四国ブロック体操協会 竹田  慶子 代表者 k.takeda.rg.ehime@aroma.ocn.ne.jp
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香川県体操協会 久本 昌美 事務局長 hisamoto@ta-chuo.ed.jp 

徳島県体操協会 沖 建治 事務局長 tokushimagym@yahoo.co.jp 

愛媛県体操協会 山下洋平 事務局長 kyougibu831@yahoo.co.jp 

高知県体操協会 大塚 文子 事務局長 fumiko.ootsuka@gmail.com

九州ブロック体操協会 図師  正敏 代表者 kyuusyuugym20212024@gmail.com

福岡県体操協会 奥畑博幸 事務局長 guate02.okuyan@gmail.com

佐賀県体操協会 古賀 直人 事務局長 uqobb54613@yahoo.co.jp

長崎県体操協会 鹿摩 幸政 理事長兼事務局長 yukkin3271de@yahoo.co.jp

熊本県体操協会 西 照彦 理事長兼事務局長 teru_teru2424@yahoo.co.jp 

大分県体操協会 井上 顕式 事務局長 oita.gym.asso.sec@gmail.com  http://oitaga.g1.xrea.com/

宮崎県体操協会 宮本 和美 事務局長 miyamoto-kazumi@miyazaki-c.ed.jp

鹿児島県体操協会 木下 奈津子 事務局長 kagoshimataisou@gmail.com  http://kag-taisou.sakura.ne.jp/kg/

沖縄県体操協会 宮城美穂 事務局長 miyagi_1023@yahoo.co.jp http://www13.plala.or.jp/oki-gym2010/
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