
電話番号

FAX番号

福岡市立 092-661-2073

香椎第2中学校 092-661-2019

鳥栖市立 0942-83-2537

鳥栖中学校 0942-83-2601

長崎市立 095-822-3604

長崎中学校 095-822-1406

熊本市立 096-383-1288

帯山中学校 096-383-1349

由布市立 097-583-0017

挾間中学校 097-583-0941

宮崎市立 0985-24-4518

大宮中学校 0985-24-4519

九州 鹿児島市立 099‐254‐9148

鹿児島 城西中学校 099‐254‐9149

宜野湾市立 098-892-3328

普天間中学校 098-892-0588

船橋市立 047-431-2692

葛飾中学校 047-431-0275

藤永　憲一 会　長

八木　雅夫 理事長

串間　敦郎 事務局

〒862-0901　熊本市中央区帯山1-35-32

〒850－0007　長崎市立山1-9-1

〒879-5502　由布市挾間町向原440

長崎

熊本 沢田　　修

岸本　博史

児玉　和也大分

九州

協会

沖縄

舟橋　昭太 〒273-0039　千葉県船橋市印内1-5-1

村北　政彦 〒880-0035 宮崎市下北方町横小路5945

柴田　　剛 〒890-0041　鹿児島市城西2-3-12

宮崎

氏　　名 勤 務 校

福岡

〒812-0011  福岡市博多区博多駅前
　　　　　　　　　2-1-1　福岡朝日ビルＢ２Ｆ

092-474-0002

FAX   474-0002

全国
部長

兼本　政治 〒901-2201　宜野湾市新城2-41-1

佐野　公法

平成２９年度九州中学校体育連盟　競技別専門委員

１　（１）　陸上競技

橋本　忠志 〒813-0003 福岡市東区香住ケ丘1-8-1 

佐賀

住  　　　　所

〒841-0037　鳥栖市本2丁目104-1

県　名



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-821-1738

百道中学校 092-821-1739

嬉野市立 0954-66-2030

塩田中学校 0954-66-2114

佐世保市立 0956-38-2165

早岐中学校 0956-38-2447

湯前町立 0966-43-2022

湯前中学校 0966-43-3199

竹田市立 0974‐63‐1072

竹田南部中学校 0974‐63‐1024

宮崎市立 0985-24-4518

大宮中学校 0985-24-4519

九州 鹿児島市立 099-268-3165

鹿児島 谷山中学校 099-268-3166

今帰仁村立 0980-51-5666

今帰仁中学校 0980-51-5668

船橋市立 047-431-2692

葛飾中学校 047-431-0275

藤永　憲一 会　長

八木　雅夫 理事長

串間　敦郎 事務局

舟橋　昭太

〒880-0035 宮崎市下北方町横小路5945

〒905-0401  今帰仁村立字仲宗根47

村北　政彦

大分

宮崎

１　（２）　駅伝競走

塚本　和人 〒814-0006  福岡市早良区百道3-18-11

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒812-0011  福岡市博多区博多駅前
　　　　　　　　　2-1-1　福岡朝日ビルＢ２Ｆ

九州

協会

全国
部長

岩下　邦浩 〒891－0141　鹿児島市谷山中央八丁目20-5

〒878-0023  竹田市大字君ケ園1680

〒273-0039　千葉県船橋市印内1-5-1

佐藤　愼司

沖縄 玉城　健司

佐賀 力久　孝仁 〒849-1411　嬉野市塩田町馬場下甲1081

092-474-0002

FAX   474-0002

長崎

久間　章弘 〒868-0600　球磨郡湯前町2643

高原　健吾 〒859-3203　佐世保市陣の内町100

熊本



電話番号

FAX番号

 福岡市立 092-565-4921

屋形原特別支援学校 092-565-4920

基山町立 0942-92-2203

基山中学校 0942-92-2252

佐世保市立 0956-38-2165

早岐中学校 0956-38-2447

熊本市立 096-378-0338

託麻中学校 096-378-0536

大分市立 097‐520‐2702

大東中学校 097‐520‐3531

宮崎市立 0985-24-4518

大宮中学校 0985-24-4519

九州 鹿児島市立 099-268-8421

鹿児島 和田中学校 099-268-8422

那覇市立 098‐917‐3416

金城中学校 098‐917‐3436

墨田区立 03-3625-0375

錦糸中学校 03-3625-0375

山住　哲生 会　長

辛木　秀子 理事長

澄川　真寿美 事務局長

板井　哲也

沖縄 宮井　基道

吉井　智久

〒880-0035  宮崎市下北方町横小路5945

〒901-0155　那覇市字金城4-4-1

松田　正之

大分 〒870-0126  大分市大字横尾2843-4

宮崎

２　水　　泳

上舞　紳一 〒811-1351 福岡市南区屋形原2-31-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒812-0852
             福岡市博多区東平尾公園2-1-3
             　　　　　　福岡県立総合プール内

九州

連盟

全国
部長

岩元　祥人 〒８９１－０１４３　鹿児島市和田二丁目４４－３

〒1３０－００１１　東京墨田区石原4-33-14

佐賀 峯　　哲也 〒841-0204 三養基郡基山町大字宮浦941

092-623-5367

FAX  623-5382

長崎

村森　　豊 〒862－0963　熊本市南区出仲間6-4-1

佐々木　浩子 〒859-3203 佐世保市陣の内町100

熊本



電話番号

FAX番号

福岡県立 0940-36-2029

宗像中学校 0940-37-2965

佐賀市立 0952-30-9258

城北中学校 0952-30-2360

長崎市立 095-861-0274

淵中学校 095-861-2712

熊本市立 096-359-0747

井芹中学校 096-359-0757

大分市立 097-558-6337

明野中学校 097-558-8981

宮崎市立 0985-23-2225

檍中学校 0985-23-2226

九州 私立 099-254-4121

鹿児島 鹿児島純心女子中学校 099-252-7688

浦添市立 098-877-2070

仲西中学校 098-877-2826

江戸川区立 042-526-2007

東葛西中学校 042-529-1180

梅野　哲雄 会　長

井手口　孝 専務理事

上原　美月 事務局

菅原　芳雄

〒880-0841  宮崎市吉村町江田原甲265

〒901-2127　浦添市屋富祖2-13-1

井上　　透

大分

宮崎

３　バスケットボール

出光　洋文 〒811-3436宗像市東郷6-7-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒815-0037  福岡県南区玉川町
　　　　　　　　　1-22アンシンビル3Ｆ

九州

協会

全国
部長

前田　孝一 〒890-8522　鹿児島市唐湊4-22-2

〒870-0163　大分市明野南3-7-1　

〒134-0084　東京都江戸川区東葛西6-40-1

渡辺　和孝

沖縄 許田　重晴

佐賀 井手　俊和 〒849-0921 佐賀市高木瀬西3-1-50

092-409-8812

FAX  409-8812

長崎

増永　紳治 〒860-0079　熊本市西区上熊本3-27-1

秋元　隆志 〒852-8013 長崎市梁川町21-5

熊本



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-804-2206

早良中学校 092-804-2215

嬉野市立 0954-66-2030

塩田中学校 0954-66-2114

佐世保市立 0956-31-2256

日宇中学校 0956-31-2256

玉名市立 0968-72-4191

玉名中学校 0968-72-4210

大分市立 097‐520‐2702

大東中学校 097‐520‐3531

宮崎市立 0985-54-6000

生目台中学校 0985-54-6672

九州 南さつま市立 0993-52-2703

鹿児島 万世中学校 0993-58-2152

読谷村立 098‐956‐2221

古堅中学校 098‐956‐4994

湖南市立 0748-75-1158

日枝中学校 0748-75-1159

山崎　　　亨 会　長

竹田   　孝 専務理事

藤井　明穂 事務総長

宮崎

九州

協会

黒瀬　公彦

熊本

沖縄

全国
部長

牛島　智博

座間味　正人

長崎 荒木　義輝

大分

〒849-1411　嬉野市塩田町馬場下甲1081

福岡

〒857-1151　佐世保市日宇町2181

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

〒880-0942　宮崎市生目台東4-1-1

〒865-0063　玉名市中尾380

〒870-0126  大分市大字横尾2843-4松下　昌史

相馬　良二

４　サッカー

〒811-1123 福岡市早良区内野7-1-1

佐賀 峰松　賢策

092-982-1360
FAX

092-982-1361

本村 博和 〒８９７－１１２１　南さつま市加世田唐仁原５８９８

福島　隆志 〒520-3252　滋賀県湖南市岩根499-351

〒904-0303　読谷村字伊良皆297

〒810-0004  福岡市中央区渡辺通5-13-3
　　　　　　　　　サントラルビル３０４



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-691-3911

多々良中央中学校 092-691-3912

多久市立 0952-74-3971

東原庠舎中学校 0952-74-3972

長崎市立 095-879-4916

小ヶ倉中学校 095-879-4917

苓北町立 0969-35-0035

苓北中学校 0969-35-0437

大分市立 097-521-1040

鶴崎中学校 097-521-1026

宮崎市立 0985-51-2981

赤江中学校 0985-51-2919

九州 霧島市立 0995-42-0224

鹿児島 隼人中学校 0995-43-7165

沖縄市立 098-939-3911

宮里中学校 098-938-3206

福島市立 024-553-5049

北信中学校 024-554-4718

加納　洋二郎 会長

児玉　浩三郎 理事長

児玉　浩三郎 事務局長

九州

協会

熊本

山﨑　千加子

大分

宮崎

福岡

〒850-0963 長崎市ダイヤランド1-40-1

〒857-0841　長崎県佐世保市大宮町32-1
　　　　　　　　　佐世保市立福石小学校
　　　　　　　　　　児玉　浩三郎様気付

住  　　　　所

沖縄

全国
部長

与久田　学

冨松　香織

長崎 濵崎　大輔

５　ハンドボール

〒813-0033 福岡市東区多々良1-51-1

佐賀 谷﨑　啓司 〒846-0024 多久市南多久町大字下多久2286-13

財部　修平

県　名 氏　　名 勤 務 校

0956-31-5710
ＦＡＸ　31-5725

矢住　征規

〒899-5102　霧島市隼人町真孝900-1

齋藤　仁宏 〒960-0102　福島県福島市鎌田字御仮家20

〒904-2154　沖縄市東2-17-1

宮川　　忠 〒880-0926宮崎市月見ヶ丘1-25-1

〒863-2503　天草郡苓北町志岐294-4

〒870-0131  大分市大字皆春1200



電話番号

FAX番号

宮若市立 0949-33-3501

宮若東中学校 0949-33-3502

佐賀市立 0952-98-1181

金泉中学校 0952-98-1119

佐世保市立 0956-49-5158

大野中学校 0956-49-5420

熊本市立 096-357-4343

富合中学校 096-357-4344

大分市立 097-592-0024

大在中学校 097-592-0427

三股町立 0986-52-1144

三股中学校 0986-52-1143

九州 錦江町立 0994-25-2006

鹿児島 田代中学校 0994-25-2573

那覇市立 098-917-3402

首里中学校 098-917-3422

長岡市立 0258-32-0042

栖吉中学校 0258-32-0024

石原　廣士 会　長

中村　敏治 理事長

古賀　政治 事務局

大分

宮崎

山口　順司 〒861-4154熊本市南区富合町平原56

村山　忠隆 〒893-2401　肝属郡錦江町田代麓5624

松下　幸政 〒889-1901  北諸県郡三股町大字樺山3548

藤野　和也 〒870-0268  大分市大字政所2602-12

沖縄 照屋　茂伸 〒903-0806  那覇市首里汀良町2-55

〒830-0003  久留米市東櫛原町173
0942-38-8333

FAX  27-6332

九州

連合会

全国
部長

石川　智雄 〒940-0827　新潟県長岡市悠久町2-1720

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

福岡

長崎 近藤　省二 〒857-0102　佐世保市松瀬町838

熊本

６　軟式野球

林　　　周作 〒823-0011  宮若市宮田3410-2

佐賀 益田　政季 〒849-0902佐賀市久保泉町大字上和泉2361-1



電話番号

FAX番号

北九州市立 093-701-3377

二島中学校 093-701-3378

鳥栖市立 0942-83-2537

鳥栖中学校 0942-83-2601

長崎市立 095-845-7191

西浦上中学校 095-845-7193

熊本市立 096-364-6181

白川中学校 096-364-6389

大分市立 097-543-2623

南大分中学校 097-543-2902

えびの市立 0984-33-0315

上江中学校 0984-33-0394

九州 徳之島町立 0997-82-0077

鹿児島 亀津中学校 0997-82-1663

那覇市立 098-917-3417

石嶺中学校 098-917-3437

高崎市立 027-322-3853

高松中学校 027-328-2269

白石　良寛 会長

西　照彦 理事長

西　照彦 事務局

大分

宮崎

蒲生　伸治 〒862-0971  熊本市中央区大江3-1-12

井尻　恭史 〒891-7101　大島郡徳之島町亀津2840

増田　春一郎 〒889-4304えびの市大字上江1735

平野　祐一 〒870-0887  大分市大字奥田754-1

沖縄 宮城　栄一郎 〒903-0804　那覇市首里石嶺町2-109

〒869-1233  大津町大津1340
       熊本県立大津高校内
       西　照彦様気付

096-294-2070

FAX 294-2070

九州

協会

全国
部長

竹村　隆一 〒370-0829　群馬県高崎市高松町5-3

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

福岡

長崎 松尾　瑞恵 〒852-8131　長崎市文教町4-10

熊本

７　（１） 体操競技

池本　正義 〒808-0103  北九州市若松区二島4-5-1

佐賀 小副川　隼人 〒841-0037　鳥栖市本2丁目104-1



電話番号

FAX番号

私立久留米信愛 0942-43-4531

女学院中学校 0942-43-4543

小城市立 0952-73-2016

三日月中学校 0952-73-5006

大村市立 0957-55-7004

萱瀬中学校 0957-55-7049

阿蘇市立 0967-22-0201

一の宮中学校 0967-22-3815

大分市立 097-543-2623

南大分中学校 097-543-2902

えびの市立 0984-33-0315

上江中学校 0984-33-0394

九州 天城町立 0997-85-2281

鹿児島 天城中学校 0997-85-2970

読谷村立 098-958-2303

読谷中学校 098-958-2546

高崎市立 027-322-7485

片岡中学校 027-328-2274

白石　良寛 会長

西　照彦 理事長

西　照彦 事務局

大分

宮崎

今村　文治 〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地1669-2

福永 博之 〒891-7621　大島郡天城町兼久1105

増田　春一郎 〒889-4304えびの市大字上江1735

大渡　寿美代 〒870-0887  大分市大字奥田754-1

沖縄 平良　扇子 〒904-0301　読谷村字座喜味2976-2

〒869-1233  大津町大津1340
       熊本県立大津高校内
       西　照彦様気付

096-294-2070

FAX 294-2070

九州

協会

全国
部長

大澤　郁代 〒370-0862  群馬県高崎市片岡町1-14-1

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

福岡

長崎 松﨑　真奈美 〒856-0014 大村市田下町510

熊本

７　（２）　新体操

久常　和美 〒839-8508 久留米市御井町2278-1

佐賀 魚永　英子 〒845-0021 小城市三日月町長神田1650



電話番号

FAX番号

北九州市立 093-472-0784

沼中学校 093-472-0796

小城市立 0952-66-0022

牛津中学校 0952-66-4317

佐世保市立 0956-46-0053

柚木中学校 0956-46-0053

八代市立 0965-37-0138

第七中学校 0965-37-0158

日出町立 0977-72-2308

大神中学校 0977-72-2412

都城市立 0986-58-2303

高城中学校 0986-58-2823

九州 鹿児島市立 099-243-7600

鹿児島 吉野東中学校 099-243-7638

うるま市立 098-978-2220

与勝中学校 098-978-8211

西東京市立 042-421-4149

ひばりが丘中学校 042-423-6047

中冨　博隆 会長

野中　修身 理事長

野中　修身 事務局

勝見　俊也

〒885-1202　都城市高城町穂満坊115-1

〒904-2311　うるま市勝連南風原3615

黒木　和夫

大分

宮崎

８　バレーボール

亀井　　聡
〒800-0207  北九州市小倉南区沼緑町
                   1-1-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒846-0014  多久市東多久町大字納所
　　　　　　　　　4128-25　野中修身様気付

九州

連盟

全国
部長

高附　安仁 〒892-0871　鹿児島市吉野町5003

〒879-1504　速見郡日出町大字大神3120

〒202-0005　東京都西東京市住吉町1-14-28

衛藤　浩志

沖縄 岸良　　徹

佐賀 福島　信一郎 〒849-0303　小城市牛津町牛津549

090-8913-1495
FAX

0952-76-2813

長崎

前田　卓也 〒866-0006　八代市郡築七番町41-2

吉村　英樹 〒857-0112　佐世保市柚木町2063

熊本



電話番号

FAX番号

久留米市立 0942-47-1061

屏水中学校 0942-47-1242

佐賀市立 0952-47-2331

諸富中学校 0952-34-8014

長崎市立 095-879-4916

小ヶ倉中学校 095-879-4917

和水町 0968-34-2134

三加和中学校 0968-34-2660

大分市立 097-552-3770

原川中学校 097-552-3250

三股町立 0986-52-1144

三股中学校 0986-52-1143

九州 垂水市立 0994-32-0078

鹿児島 垂水中央中学校 0994-32-0079

名護市立 0980-52-2641

名護中学校 0980-52-3695

江東区立 03-3684-4323

大島中学校 03-3636-9737

高谷　　信 会　長

吉田　博紀 理事長

中元　正人 事務局

林　　昭文

〒889-1901  北諸県郡三股町大字樺山3548

〒905-0018　名護市大西2-2-33

西岡　知雄

大分

宮崎

９　ソフトテニス

龍　　大介 〒839-0826  久留米市山本町耳納1069-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒861-4113  熊本市南区八幡11-15-12
九州

連盟

全国
部長

加藤　秀俊 〒８９１－２１２６　垂水市南松原町６０

〒870-0137 大分市寺崎町1-10-1

〒136-0072　東京都江東区大島8-12-22

芦刈　　明

沖縄 小橋川  仁

佐賀 井上　能宏 〒840-2104　佐賀市諸富町徳富2058-3

096-358-7665

FAX  358-7665

長崎

池田　完治 〒861-0913　玉名郡和水町板楠1001

渡邉　章裕 〒850-0963　長崎市ダイヤランド1-40-1

熊本



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-862-3711

次郎丸中学校 092-862-3749

嬉野市立 0954-43-0244

嬉野中学校 0954-20-2117

長与町立 095-883-2009

長与中学校 095-883-7800

熊本市立 096-343-3203

竜南中学校 096-343-3267

大分市立 097-569-3509

滝尾中学校 097-569-6549

都城市立 0986-38-1335

沖水中学校 0986-38-6760

九州 霧島市立 0995-42-0224

鹿児島 隼人中学校 0995-43-7165

宜野湾市立 098-893-1354

宜野湾中学校 098-893-1396

.

立川市立 042-531-0511

立川第七中学校 042-531-6103

大野　成臣 会　長

高木　珠江 理事長

加藤　憲二 事務局長

佐藤　佐知典

〒885-0004  都城市都北町5615

〒901-2205　宜野湾市赤道1-15-1

姫野　富士夫

大分

宮崎

１０　卓　　球

板屋　成彦 〒814-0165  福岡市早良区次郎丸6-3-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒862-0950　熊本市水前寺1-15-4
　　　　　　　　　ダイコー水前寺駅通り3

九州

連盟

全国
部長

向井　淳一 〒899-5102　霧島市隼人町真孝900-1

〒870-0942  大分市羽田349

〒190-0034  東京都立川市西砂町6-28-3

得丸　　裕

沖縄 片野坂　浩己

〒843-0301嬉野市嬉野町大字下宿甲2786佐賀 福山　憲一

096-387-2299

FAX  387-2301

長崎

宮﨑　浩義 〒860-0863　熊本市中央区坪井4-16-1

國重　純平 〒851-2124　西彼杵郡長与町丸田郷194

熊本



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-806-1039

元岡中学校 092-806-1439

佐賀市立 0952-62-1315

大和中学校 0952-62-1166

佐世保市立 0956-48-2522

相浦中学校 0956-48-2523

八代市立 0965-65-2650

東陽中学校 0965-65-2667

別府市立 0977-22-5345

山の手中学校 0977-26-7150

日向市立 0982-54-0850

財光寺中学校 0982-54-0851

九州 鹿児島市立 099-228-8114

鹿児島 伊敷台中学校 099-228-8412

恩納村立 098-967-8923

安富祖中学校 098-967-8924

松戸市立 080-2150-9131

六実中学校 050-3730-6060

浦山　　茂 会長

佐竹　養一 理事長

佐竹　養一 事務局長

小野　　理

〒883-0021日向市大字財光寺4863-34

〒904-0402　恩納村安富祖1868-1

藤田　洋平

大分

宮崎

１１　バドミントン

岸本　隆幸 〒819-0383  福岡市西区田尻108

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒814-0111  福岡市城南区茶山5-21-7
                 　　　　　　　佐竹養一様気付

九州

連盟

全国
部長

下川　浩幸 〒890-0007　鹿児島市伊敷台1-3-1

〒874-0828　別府市山の手町1-53

〒270-2203  千葉県松戸市六高台5-166-1

岩下　太郎

沖縄 比嘉　敏雅

佐賀 鍋島　元春 〒840-0211　佐賀市大和町東山田3554-1

092-595-3261

FAX 595-3261

長崎

日野本　充 〒869-4301　八代市東陽町南1869

川添　卓磨 〒858-0914　佐世保市川下町２７７

熊本



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-551-3535

三宅中学校 092-551-3536

唐津市立 0955-73-2815

第一中学校 0955-73-2816

大村市立 0957-53-1333

大村中学校 0957-53-2127

宇城市立 0964-43-0036

小川中学校 0964-43-0167

大分市立  097-521-1040

鶴崎中学校 097-521-1026

日向市立 0982-52-4754

富島中学校 0982-52-4755

九州 薩摩川内市立 0996-23-4602

鹿児島 川内南中学校 0996-22-0582

嘉手納町立 098-956-2263

嘉手納中学校 098-956-9322

渋川市立 0279-53-3515

子持中学校 0279-53-3515

饒辺　　稔 会　長

押川　尚生 理事長

永野　通夫 事務局

長崎

佐賀 坂本　康臣 〒847-0821 唐津市町田1-4-1

県　名

〒870-0131　大分市大字皆春1200

黒田　憲成 〒869-0605　宇城市小川町南部田287-2熊本

佐藤　政之

0985-48-2569

FAX  48-2569

１２　ソフトボール

中村　　 　猛 〒815-0033 福岡市南区大橋3-18-1

沖縄 〒904-0203　　嘉手納町字嘉手納312我如古　悟

勤 務 校 住  　　　　所

德永　貴憲

大分

植野　　晃 〒883-0062  日向市大字日知屋8272-2

氏　　名

宮崎

福岡

〒856-0048　大村市赤佐古町78

〒880-2105  宮崎市大塚台西3-29-10
九州

協会

全国
部長

〒377-0005　群馬県渋川市中郷2258-3

祁答院　あい子 〒895-0012　薩摩川内市平佐町985

橋爪　康之



電話番号

FAX番号

久留米市立 0943-72-3191

田主丸中学校 0943-72-3681

小城市立 0952-66-0022

牛津中学校 0952-66-4317

私立 095-844-1572

長崎南山中学校 095-846-1821

菊池市立 0968-38-2450

泗水中学校 0968-38-6560

日田市立 0973-22-7135

東部中学校 0973-26-0293

門川町立 0982-63-1037

門川中学校 0982-63-1760

九州 枕崎市立 0993-72-0304

鹿児島 桜山中学校 0993-72-0304

浦添市立 098-877-2070

仲西中学校 098-877-2826

練馬区立 03-3990-6412

貫井中学校 03-3577-7998

藤田　弘明 会　長

二宮　和弘 理事長

久野　裕久 事務局

高橋　健司

〒889-0622  門川町西栄町2-3-1

〒901-2127  浦添市屋富祖2-13-1

島原　達郎

大分

宮崎

１３　柔　　道

黒岩　浩隆 〒839-1233  久留米市田主丸町田主丸65-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒810-0052  福岡市中央区大濠1-1-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡武道館内

九州

協会

全国
部長

古賀 雅弘 〒898-0061　枕崎市桜山町272

〒877-0025　日田市田島2-12-8　

〒176-0021　東京都練馬区貫井2-14-13

一井　英樹

沖縄 比嘉　紀史

佐賀 兼武　　巌 〒849-0303　小城市牛津町牛津549

092-714-1558

FAX  714-1559

長崎

米田　輝彦 〒861-1212　菊池市泗水町豊水3490

近藤　哲也 〒852-8544　長崎市上野町25-1

熊本



電話番号

FAX番号

北九州市立 093-561-0535

思永中学校 093-561-0536

神埼町立 0952-44-2222

千代田中学校 0952-44-3782

島原市立 0957-68-2115

有明中学校 0957-68-2116

人吉市立 0966-23-2295

第一中学校 0966-23-2296

大分市立 097-568-2932

植田東中学校 097-568-2669

都城市立 0986-22-0283

妻ケ丘中学校 0986-22-0023

九州 鹿屋市立 0994-44-8541

鹿児島 鹿屋東中学校 0994-40-1351

那覇市立 098-917-3412

城北中学校 098-917-3432

春日部市立 048-746-0002

葛飾中学校 048-746-5260

上田　憲幸 会　長

牧瀬　憲保 理事長

中園　　寛 事務局長

矢部　勇介

〒885-0033  都城市妻ヶ丘町13-3

〒903-0804　那覇市首里石嶺町1-112

泥谷　浩司

大分

宮崎

１４　剣　　道

大森　靖雄 〒803-0811　北九州市小倉北区大門1-5-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒810-0052  福岡市中央区大濠1-1-1
　　　　　　　　　　　　　　　　福岡武道館内

九州

連盟

全国
部長

南田　龍一 〒893-0023　鹿屋市笠之原町2902

〒870-1123　大分市大字寒田1369-1

〒344-0038 埼玉県春日部市立永沼
　　　　　　　　　2250-1

岸本　博司

沖縄 伊佐　直己

佐賀 深瀬　信博 〒842-0053　神埼市千代田町直鳥929-1

092-712-1890

FAX  712-1891

長崎

熊　　俊晴 〒868-0057　人吉市土手町36-3

中村　健太郎 〒859-1415　島原市有明町大三東戊1535-2

熊本



電話番号

FAX番号

糸田町立 0947-26-0027

糸田中学校 0947-26-1276

佐賀市立 0952-31-5401

成穎中学校 0952-33-0151

平戸市立 0950-53-1229

生月中学校 0950-53-3082

宇土市立 0964-22-0140

鶴城中学校 0964-22-5265

宇佐市立 0978-32-0326

北部中学校 0978-32-0683

宮崎市立 0985-47-1130

大塚中学校 0985-47-1131

九州 薩摩川内市立 0996-23-4164

鹿児島 川内北中学校 0996-23-4055

名護市立 0980-52-1225

東江中学校 0980-52-1226

豊島区立 03-3934-6031

巣鴨北中学校 03-5394-1009

犬塚　雅彦 会　長

淀川　忠明 理事長

阿部　和法 事務局

平本　浩実

〒880-0951宮崎市大塚町鎌ヶ迫2296

〒905-0016　名護市大里2-1-1

門川　俊介

大分

宮崎

１５　相　　撲

坂本　三男 〒822-1318 田川郡糸田町3349

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡

〒810-0004  福岡市中央区渡辺通2-1-10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　十八ビル３階

九州

連盟

全国
部長

岡村　昌宣 〒895-0064　薩摩川内市花木町17-60

〒879-0316  宇佐市大字下時枝369-1

〒170-0001　東京都豊島区西巣鴨3-17-1

信國　裕計

沖縄 松田　哲市

佐賀 吉野　高広 〒840-0801 佐賀市駅前2-9-10

092-752-8926

FAX  752-8928

長崎

髙濱　壽夫 〒869-0433　宇土市新小路町151

野口　清之 〒859-5704 平戸市生月町山田免2451-1

熊本



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-845-5415

原中央中学校 092-845-5416

神埼市立 0952-52-3175

神埼中学校 0952-52-6925

佐世保市立 0956-38-2165

早岐中学校 0956-38-2447

御船町立 096-282-0002

御船中学校 096-282-1591

大分市立 097-541-0015

稙田中学校 097-541-5498

高原町立 0984-42-1057

高原中学校 0984-42-1251

九州 奄美市立 0977-63-1321

鹿児島 赤木名中学校 0977-63-1387

那覇市立 098-917-3405

那覇中学校 098-917-3425

佐藤　彦空 議長

谷﨑　金光 幹事長

中平　良一 書記長

三重野　貴弘

氏　　名 勤 務 校

光富　直人 〒842-0007　神埼市神埼町鶴3565

平良　恵輝 〒900-0032　 那覇市松山2-24-1

加治屋　誠朗 〒889-4412  高原町大字西麓709-144

１６　空手道

坂田　征之 〒814-0022  福岡市早良区原1-36-1

県　名 住  　　　　所

福岡

熊本

全国
部長

西　香穂美

沖縄

大分

〒894-0511　奄美市笠利町大字里365

宮崎

〒850-0402  長崎市晴海台33－4
　　　　　　　　　　　　　中平良一様気付

九州

協議会

佐賀

095-892-7558

〒870-1151  大分市大字市 589-2

長崎

鹿釜　良一 〒861-3206　上益城郡御船町辺田見55

伊藤　亜弥 〒859-3203　佐世保市陣の内町100



電話番号

FAX番号

私立 093-602-2100

折尾愛真中学校 093-692-5690

佐賀市立 0952-30-9258

城北中学校 0952-30-2360

長与町立 095-857-5220

高田中学校 095-857-5231

荒尾市立 0968-62-7840

荒尾海陽中学校 0968-63-0191

大分市立 097-549-2560

賀来小中学校 097-549-2125

宮崎市立 0985-24-3380

宮崎小中学校 0985-24-3381

九州 私立 099-282-7888

鹿児島 池田中学校 099-282-1607

沖縄市立 098-939-1718

安慶田中学校 098-938-8800

本村　道生 会　長

合瀬　武久 理事長

中野　生也 事務局

大分

宮崎

九州

協会

能勢 信一 〒890-0033  鹿児島市西別府町1680

全国
部長

〒810-0022  福岡市中央区薬院2-14-26
　　　　　　　　　　　　　　東洋薬院ビル５階

沖縄

氏　　名 勤 務 校

柿本　貴俊

熊本

〒849-0921佐賀市高木瀬西3-1-50

長崎

〒904-0012　沖縄市字安慶田3-8-1松田　靖

県　名

佐賀

１７　テニス

首藤　麻琴 〒807-0861　北九州市八幡西区堀川町12-10

住  　　　　所

福岡

092-722-1605

FAX  722-1607

池田　祐樹 〒864-0041　荒尾市荒尾１８２８

高比良　尚 〒851-2127 西彼杵郡長与町高田郷1912-1

油布　憲司 〒870-0877　大分市大字賀来101-4

河野　茂子 〒880-0872宮崎市永楽町43


