師範とは四段以上、師範代は参段、正指導員は弐段、準指導員は初段の者で適格と認められた者が
任命される。支部は支部長、道場・教室・同好会は責任者が管理する。（）内は同一支部長管理。

墓表師讐東 拳
〒171−0022東京都豊島区南池袋2−32−5 TEL・03（5953）1860FAX・03（5953）1861
宮城県

東北本部
石巻支部
仙台両支部
仙台北支部
角田支部
仙台西支部
仙台素支部
登米支部
仙南支部

師範代 アレクセイ・コノネンコ

〒980−0022 仙台市青葉区五橋2−3−9

TEL．022（264）1935

支部長・師範 三浦 悦夷
〒98糾）874
支部長・師範代 浪岡 文雄 師範代 村上 辰夫 道場・宮城県武道館
TEL．022（287）5090 浪岡
支部長 師範代 著崎
支部長・正指導員 我妻 猛
練習場所・角田稔合体育館 角田市枝野字青木155−31 TEL．090（2844）4818
支部長・師範 長日 賢一
〒989−32的
支部長・正指導員 武山 卓巳
〒980−0813 仙台市青葉区米ヶ袋2−1−17コープ野村401TEL．090（4424）8242武山
支部長 師範 菅原
支部長・師範代 佐藤 緊樹
練習場所・岩沼市民体育センター・名取市民体育館他TEL．022（382）3137
責任者・正指導異 中川 博之
も．09研3鋸2）1088 申描く
塩釜支部／木町教主 支部長・師範 熱海 智
塩釜支部／〒985−0011塩釜市貞山通り2−5−17（山光電設2F）TEL．022（272）7066 熱海
仙台市青菜区木町通り
EIJ．822（272）7066 ジ熱海・
気仙沼同好会

責任者・準指導員 瀧田 厳

稽古場所／総合市民福祉センター「やすらぎ」・総合体育館「Kウェーブ」TEL．0191（26）5253 瀧臼
盛岡支部／〒02㈹874
TELOl母指53）拡lZV∴狐崎
北上同好会／〒024−0033 北上市幸町1−1（修練館）
TEL．019（653）0512 狐崎

岩手県 盛岡支部／北上同好会支部長・師範 弧崎 一彦
一班・水沢支部
支部長・準指導員 澄田 厳
山形県 東根支部
支部長・師範 児玉 清隆
山形支謬
支部長t師範 峰田 国穏
青森県 八戸支部
支部長・師範 申出 正幸
ぢつ同好会
責任者・正指導員 蛸島 巨
三沢・青森市支部 支部長・師範代 五十嵐 祐司
／弘前同好会

秋田県 秋田市同好会
北海道 北海道本部
帯広支辞
紋別支部
滞川同好会

東京都 新橋支酢

山間支部・一関武道館〆水沢支払・水沢市武道館十十割注
TEL．0237（42）0918
〒999・3771東根市長瀞1599
〒鱒0ゼ廻7 山形市元来2−7ぷ
TEL．0236（22）1118
〒039・1164 八戸市下長1丁目9−16
TEL．0178（20）1903 申出
三沢支部／〒039−2189 上北都下田町青葉2−50−2171 TEL．0176（57）0360 五十嵐
）3510：大山
弘前同好会／稽古場所・青森県武道館
TEL．0172（35）2881佐々木
練習場所
秋田県立武道飽
〒062−0921札幌市豊平区中の島1粂1−7−20BI TEL011（813）6789 小川
〒080−2邸2 帯広市西22条詔勅鳳摘
〒099−0410 練習場所・遠軽町武道館
TEL．0158（42）9407 田中
〒￠73カ004 滝川着港の州野末3−12−16雄翔寮 ∧
TEも．090（2890）3303

責任者・師範代 d噸 洋之
正指導昌 菅原 英文
支部長・師範代 飛永 耕治
支部長・準指導員 日中 久利
責任者・正指導員 大久保 進ふ

師範 高橋 英明

稽古場所・新宿スポーツセンター新館3翳武道場、他

八王子・日野支部 支部長・師範代 友次 広寿
綾瀬・荒川支部
本部指導員

練習場所・高幡不動、南平、高尾、橋本、相模原
稽古場所▲東京武道館、荒川放念S・C、他

吉祥寺支部
支部長・師範代 飯村 健一
多摩中央府中同好会 責任者・正指導義 牧野 壮樹
渋谷支部
支部長・正指導員 秩睦 美典
責任者 富岡 達矢

〒181−0013 三鷹市下連雀1−8−16
練習場所・府中第4中学校 武道場
〒150−0012 渋谷区広尾1−11−5−1406

TEも，03（5953）く1紡0 給本瓢

TEL．0427（55）5592
TEも．03は953）は68 聴本部
TEL．0422（47）3741
TEI．．098抒208）8506 牧野
TEL．03（3449）3134

練習場所一早稲田大学記念会堂叉は新宿スポーツセンター新郎 TEL．03（5953）1860 総本部

東中野支部

支部長・師範代 加藤 清尚

〒164−0003 中野区東中野5−1−1UNISONモール内2F TEL．03（5348）6500

裸馬支部
水道橋道場

支部長・師範代 高松 猿
責任者・正指導員 朝岡 秀樹

確論場所
練習場所・アカデミア・アーザ水道橋

江東支部

支部長・師範代 黒木 克昌

03（5982）887墓

TEL．090（6516）9495

〒ユ3鋸）072 江東区大島9功一1東大島ファミールハイツユF TEも，03（585g）887

埼玉県 大宮同好会
責任者・正指導員 前田 聡
浦和支部／
支部長・師範代 渡辺 懐こ
北本・大富西支部

稽古場所・さいたま市武道館
aki−Syukugawa＠t．Vodafone．ne．jp
浦和支部／稽古場所・浦和駒場体等館
北本支部／稽古場所・北本市中央区1−62北陽ビル1F TEL048（652）8383 渡辺
さいたま市大宮区大成断腸2村上ビル3F TEL048（652）く8383′

草加同好会
神奈川県 川崎支部
横須賀教主

責任者・師範代 森 直樹

湘南・樹支部 支部長・師範代 森 直樹
横浜教室

横浜北支部

成田支部
行徳支部

茨城県 日立支那
長野県 佐久道場
新潟県 新潟支部
白根道場
長岡支部
三条道場
福非県 等狭琵韓

渡辺

責任者・師範代 能登省 種樹
草加同好会／稽古場所・草加市スポーツ健康記念体育館 TEL．03（3673）7558 能登谷
支部長・師範代 横井 踵 準潟導異 漂鳥 大成 稽古場所・
〒23糾041横須賀市本町2−1−12ショッパーズプラザ横須賀5F読・El本テレ僅枇ンター磯醸TEL．0466（84）0950

練習揚所・検須賀北体育会館／横須賀南僻会嬉′ゴールドジム湘南神奈川荘塔TEIJ．0466（8勧8950 湖南事務局

指導員 青木 伊之

支部長・準指導異 青木 伊之
責任者・師範代 沖見 正義

支部長・師範代 伊藤 紀夫
支部長・師範代 加藤 活尚

支部長・師範 宇繋持 一美
責任者・師範代 林 忠臣
支部長・師範 山田 利一那
責任者・正指導員 溝辺 真一
支部長・師範代 違藷 英
責任者・正指導員 小柳 勝利
支部長t師範代 石亀 皇帝

兢・日本テレ殿化センター撤〒2200011願市西区高齢ユ＆1横浜新都市ビルそごう9F TEL045（290）5037 青木

〒22エー0823 横浜市神奈川区二ッ谷町2−8トラストワンピルTELO45紹9捌5037 青木
練習場所・中央コミュニティセンター4F柔道場
TEL．090（3247）1729沖見
成田市吾妻2−を14棟304号
TEIJ
〒272・0132 市川市湊新田1−6−8スーパーセレクション2F TEL．047（390）3434 ゴーJげジム
〒317−0卵6 日立市会瀬町1−23
TEL．0294は封4316 字賀捧
〒384・0092 長野県小諸市和田819−6
TEL．0267（22）6076 林
〒950」89鋸 新潟市女池東1−6−18千里ピル3F TEL
〒950・1411新潟市赤渋3624
TEL．080（1168）1029 渡辺
〒940雌25 長岡市高畑町6374（道場）
TEL0258（35）4809
〒959−1348 加茂市大字宮寄上889
TEL．0256（53）1224
ケ崎29−25 5
Tl三L 0778（52）2393 石田
守917÷0107

大阪府

掬西本部

正指導員

辻村

荒仲

岸和田支那
大堀両支部
北河内支弥
泉佐野同好会
広島県 中尉十四匹本部
広島国際大学同好会
三重県 名張交渉ゾ久居道場

支部長・師範代 品野 圭司
支部長・師範代 西出 太郎
責任者・準指導鼻 河原 秀人
責任者・準指導員 前田 大
師範代 村上 智幸
責任者・師範代 村上 智幸
支部長・師範 中西 明彦

四日市支部
和歌山県 和歌山同好会
愛知県 中部本部

支部長 小川 英樹
責任者 鵜罵 崇功
師範代 等園 紳t

豊川同好会
責任者・正指導員 澤田 嘉納
日進支部
支部長・師範 神山 信彦
豊田大釜高校空逼部∨顧筒・準指導員 山本 真司
安城同好会
責任者・師範代 中西 博之
三河羞橋支部
支部長・師範代 藤田 忠司
岡崎道場
責任者・正指導員 公手 良博

脚好意
静岡県 静岡同好会
浜松支瓢
兵庫県 神戸同好会
京都府 溝都
奈良県 奈良桜井同好会
山口県 徳山道場

福岡県

九州本部
北九州支部
福津支部

筑紫野支那
大野城支部
鞠烏麦卿
大分県 大分道場
沖縄県

那繁支静

責任者・正指導員 綾並 博幸

〒555−開12 大阪市西淀川区御幣島1−16−5
〒5絡珊胡 岸和田市西之内町妬37
〒558．0014 大阪市住吉区我孫子3丁目2−20

TEL．怖（6477）0990
TEl一彙0724（43）8146 品野
TEL．090（7342）3119

稽古場所・鶴見スポーツセンター他
〒596−0048 大阪府岸和田市上野町西11−24

TEL，鵬（6997）3864 河原
TEL．070（431）1970

〒733こ0002 広島市西区桶本町1−1か29敬川パークマンション1飢TEL．082（296）6195

〒724−0631賀茂郡黒瀬町学園台555−36広島国際大学（医療福祉学科）TEL．082（296）6195

名張支鰍〒51馳5名張市瀬古口紀久屠道場／久居東中学校体育館他で乱．防95（63）1791中西
〒510＿0001四日市市八田2−3−10

練習場所・海南市臆合体育館
〒亜0−0007 名古屋市中区新栄3−21−52
〒廻4粛025 豊川市御油町西欠間58−3

〒480−1152 愛知郡長久手町打越109サンメイト1−Bながくて整体院TEL．0561（61）1908 神山

〒44粧0832

豊橋市中岩田3−1多謝

〒444−0951岡崎市北野町高塚72−7
練習場所・西尾市八ツ面ふれあいセンター肉
〒422−8046 静岡市中島2906−2

責任者・正指導員 寺田 狂
責任者・正指導員 溝辺 経

練習場所・桜井市立桜井東中学校武道場
〒銅3カ031光市虹ヶ

庄田 真人
支部長・師範 独尾 劇
支部長・師範 松尾
別
支部長・師範 校鳥 肌
責任者・準指導員 藤田 斉
支部長・師陪代 書漬 菜菅

TEL．052（262）0034 道場虜間
TEL．0533（65）7714 古川

練習場所▲豊田大谷高夜空退部常設道場
でEL．0561（61）1908 神山
〒4賂0001安城市里町東野池22輝ビルaF TEL0564（34）1753 中西

責任者・準指導員 菅原 睦樹
責任者・師範代 か専 裏樹
責任者・準指導員 土井 健

本部指導員
九州本部指導員
支部長・正指導員

TEL．0593（33）9040

TEも．090（8795）0348

Tm．0532（61）堪85

TEL．0564（32）4735
TEL．090（9171）5922
TEL．054（282）9215

〒431−1301浜松市紺江町か野48＆6
TEL．053（522）2790
練習場所・神戸市長田区蓮池町1−1兵庫県立文化体育館町EL．078（735）1097 土井

TEL．090（4622）2030寺田
TEL．090（4892）9374

〒810LOO12 福岡市中央区白金1−17−27（白金フラワーピル1F）TEL．092（522）0964

稽古場所・勤労青少年文化センター北九州パレス
TEL．092（522）8964 九州本部
〒811−3208 福津市福間駅東2−9−17（道場）
TEL．0940（42）8186 庄田
〒816＿脱4 筑紫野市大字二打市1047・9（道場）
TEL．092（922）5374（筑紫野支射
稽古場所・大野城南コミュニティー
TEL．092（596）9711（大野城支部）
〒83紺泊1朝倉市秋月499（道場）
でEL．脚48（25川563 小川
〒870−0943 大分市片島98首藤ピル302 練習場所／大分珊机5コンパノ峠−ルTEL．097（567）6809 藤田

稽古場所・豊見城小学校、カ、禄小学校

