
電話番号

FAX番号

大野城市立 092-581-0153

大野中学校 092-581-0922

佐賀市立 0952-24-4238

昭栄中学校 0952-24-4239

長崎市立 095-856-2344

岩屋中学校 095-856-2376

熊本市立 096-368-9926

長嶺中学校 096-368-9936

佐伯市立 0972-46-0080

昭和中学校 0972-46-2747

三股町立 0986-52-1144

三股中学校 0986-52-1143

国立 099-285-7932

鹿児島大学附属中 099-285-7950

九州 西原町立 098-945-5202

沖縄 西原中学校 098-946-4778

川口市立 048-295-4102

在家中学校 048-295-5661

西村　松次 会　長

串間　敦郎 理事長

御堂　輝昭 事務局

佐野　公法

令和４年度九州中学校体育連盟　競技別専門委員

１　（１）　陸上競技

徳丸　有斗 〒816-0943　大野城市白木原3-11-1

佐賀

住  　　　　所

〒840-0855　佐賀市昭栄町1-7

県　名 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

阿利　義一 〒903-0117  西原町翁長238

九州

協会

中村　信悟 〒333-0836　埼玉県川口市安行領在家272

田原　義雄 〒889-1901  　三股町大字樺山3548

原田　達也 〒890－0065　鹿児島市郡元1－20－35

宮崎

鹿児島

〒861-8039　熊本市東区長嶺南7-21-40

〒852-8052　長崎市岩屋町37-1

〒876-0111　佐伯市弥生大字井崎781

長崎

一安　晋太郎

國分　哲也

小山　　建大分

熊本



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-806-0041

玄洋中学校 092-806-0357

嬉野市立 0954-66-2030

塩田中学校 0954-66-2114

長崎市立 095-884-2024

琴海中学校 095-884-1175

あさぎり町立 0966-47-0010

あさぎり中学校 0966-47-0690

大分市立 097-543-2623

南大分中学校 097-543-2902

三股町立 0986-52-1144

三股中学校 0986-52-1143

肝付町立 0994-65-6151

波野中学校 0994-65-6201

九州 宜野座村立 098-968-8510

沖縄 宜野座中学校 098-968-2634

川口市立 048-295-4102

在家中学校 048-295-5661

西村　松次 会　長

串間　敦郎 理事長

御堂　輝昭 事務局

092-474-0002

FAX 474-0002

長崎

久間　章弘 〒868-0422　球磨郡あさぎり町上北2144

藤﨑三枝子 〒851-3103　長崎市琴海戸根町1058-2

〒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

中浦　将太 〒893-1202　肝属郡肝付町波見1065

〒870-0887　大分市二又町1-4-53

〒889-1901  　三股町大字樺山3548

鹿児島

〒333-0836　埼玉県川口市安行領在家272

伊藤　雅則

中村　信悟

佐賀 力久　孝仁

〒904-1303　　宜野座村字惣慶1505

田原　義雄

熊本

〒849-1411　嬉野市塩田町馬場下甲1801

大分

宮崎

玉城　健司

１　（２）　駅伝競走

猪ヶ倉　寛之 〒819-0166　福岡市西区横浜2-34-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

 福岡市立 092-521-1768

平尾中学校 092-521-1769

佐賀市立 0942-83-2211

香楠中学校 0952-81-1018

佐世保市立 0956-31-2255

日宇中学校 0956-31-2256

熊本市立 096-378-6429

出水南中学校 096-378-6910

大分市立 097-549-2949

城南中学校 097-549-2062

国富町立 0985-75-2558

八代中学校 0985-75-9096

鹿児島市立 099-254-9155

甲南中学校 099-254-9156

九州 沖縄県立 098-933-9301

沖縄 球陽中学校 098-933-6212

私立 03-5978-5862

お茶の水女子大
附属中学校 03-5978-5863

山住　哲生 会　長

辛木　秀子 理事長

澄川　真寿美 事務局長

松本　純一

〒880-1223  国富町大字八代南俣1710

〒904-0035　沖縄市南桃原1-10-1

大分 〒870-0889  大分市荏隈754-19

宮崎 松田　正之

092-623-5367

FAX  623-5382

長崎

梅田　朋実 〒862-0941  熊本市中央区出水7-86-1

冨永　亮介 〒857-1151　佐世保市日宇町2181

〒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 〒890-0051　鹿児島市高麗町36-32

〒112-8610　東京都文京区大塚2-1-1

中村　槙吾

鹿児島

仲地　優人

熊本

佐賀 河室　賢明 〒841-0038　鳥栖市古野町600-1

２　水　　泳

川上　泰平 〒810-0016　福岡市中央区平和5-11-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-681-2007

照葉中学校 092-681-1311

佐賀市立 0952-24-4265

成章中学校 0952-24-4266

長崎市立 095-856-1991

滑石中学校 095-856-1945

宇城市立 0964-33-1130

松橋中学校 0964-33-1131

大分市立 097-543-2623

南大分中学校 097-543-2902

都城市立 0986-22-0645

小松原中学校 0986-22-0706

私立 099-254-4121

鹿児島純心
女子中学校

099-252-7688

九州 宜野湾市立 098-897-3651

沖縄 真志喜中学校 098-897-3654

江戸川区立 03-3652-7946

松江第五中学校 03-5662-2969

梅野　哲雄 会　長

井手口　孝 専務理事

中原　紗代 事務局

092-409-8812

FAX  409-8722

長崎

前田  兼吾 〒869-0502  宇城市松橋町松橋522-1

秋元　隆志 〒852-8062　長崎市大園町2-1

〒815-0037  福岡市南区玉川町
　　　　　　　　　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

〒870-0887　大分市二又町1-4-53

〒885-0026 都城市大王町19-1

鹿児島

〒132-0024　江戸川区一之江6-18-1

森永　陽一

菅原　芳雄

佐賀 溝上　郁夫

〒901-2224　宜野湾市真志喜3-19-1

有吉　剛信

熊本

〒840-0814　佐賀市成章町7-1

大分

宮崎

宝藏寺　祐司

３　バスケットボール

中原　　　健 〒813-0017　福岡市東区香椎照葉2-2-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-821-0938

城西中学校 092-852-7145

武雄市立 0954-22-4105

武雄中学校 0954-22-4191

島原市立 0957-68-2115

有明中学校 0957-68-2116

玉名市立 0968-72-2597

玉陵中学校 0968-72-2397

大分市立 097-569-3506

滝尾中学校 097-569-6549

宮崎市立 0985-24-4518

大宮中学校 0985-24-4519

鹿児島市立 099-228-8114

伊敷台中学校 099-228-8412

九州 南風原町立 098-889-0432

沖縄 南星中学校 098-889-0551

伊丹市立 072-779-3130

笹原中学校 072-783-8178

上地　義徳 会　長

竹田   　孝 専務理事

藤井　明穂 事務総長

092-402-2876

FAX  402-2877

水流　恭宏 〒890-0007　鹿児島市伊敷台1-3-1

秋田　太一 〒664-0887　兵庫県伊丹市南野北2-7-4

〒901-1116　　南風原町字照屋200

〒812-0037  福岡市博多区御供所町1-18
　　　　　　　　　リビング博多３A

〒８８０－００３５　宮崎市下北方町横小路5945

〒865-0005  玉名市玉名900

〒870-0942  大分市羽田349佐藤　　亮

河上　健悟

４　サッカー

〒814-0103　福岡市城南区鳥飼6-4-1

佐賀 浪瀬　大樹 〒843-0024　武雄市武雄町大字富岡11606

福岡

〒859-1415　島原市有明大三東戊1535-2

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

九州

協会

藤原　良輔

全国
部長

牛島　智博

屋比久　賢明

長崎 林田　修平

大分

宮崎

鹿児島

熊本



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-431-2338

那珂中学校 092-431-2339

多久市立 0952-74-3971

東原庠舎中央校 0952-74-3972

佐世保市立 0956-31-2255

日宇中学校 0956-31-2256

山鹿市立 0968-43-1185

山鹿中学校 0968-43-5818

大分市立 097-521-1040

鶴崎中学校 097-521-1026

都城市立 0986-22-0697

祝吉中学校 0986-22-9237

霧島市立 0995-42-0224

隼人中学校 0995-43-7165

九州 浦添市立 098-879-3236

沖縄 浦西中学校 098-879-8519

横浜市立 045-331-5288

宮田中学校 045-331-5718

中園　嘉彦 会長

貞島　早苗 理事長

貞島　早苗 事務局長

0952-52-3191
ＦＡＸ　51-1017

磯部　拓紀

〒899-4304　霧島市隼人町真孝900-1

佐藤　直博 〒240-0002　横浜市保土ヶ谷区宮田町1-100

〒901-2104　浦添市当山3-1-1

川野　美香子 〒885-0015　都城市千町4962

〒861-0501　山鹿市山鹿446

５　ハンドボール

〒812-0893　福岡市博多区那珂2-18-1

佐賀 百武　卓人 〒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

福岡

〒857-1151　佐世保市日宇町2181

〒842-0012　佐賀県神埼市神崎町横武2
　　　　　　　　　佐賀県立神崎清明高等学校
　　　　　　　　　貞島　早苗様気付

住  　　　　所

全国
部長

小波津　周史

冨松　香織

長崎 山﨑　　誠

〒870-0131  大分市大字皆春1200

九州

協会

田上　明生

大分

宮崎

鹿児島

熊本



電話番号

FAX番号

北九州市立 093-611-2708

上津役中学校 093-611-2707

鹿島市立 0954-63-5245

東部中学校 0954-62-6091

佐世保市立 0956-31-5708

福石中学校 0956-31-5709

益城町立 096-286-2043

木山中学校 096-286-2048

大分市立 097-520-2702

大東中学校 097-520-3531

宮崎市立 0985-54-2233

赤江東中学校 0985-54-2731

姶良市立 0995-63-1111

加治木中学校 0995-63-1112

九州 名護市立 0980-58-1234

沖縄 羽地中学校 0980-58-1247

高崎市立 027-373-2231

群馬中央中学校 027-373-2232

石原　廣士 会　長

中村　敏治 理事長

古賀　正治 事務局

姫野　倫理 〒857-0852  佐世保市千尽町2-10

６　軟式野球

安藤　寛朗 〒807-0072　北九州市八幡西区上上津役3-12-1

佐賀 新郷　友英

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

福岡

長崎

〒849-1322　鹿島市浜町甲4020

米田　善行 〒905-1144  名護市字仲尾次770

〒830-0003  久留米市東櫛原町173
　　　　　　　　　久留米市野球場内

0942-38-8333

FAX  27-6332

九州

連合会

全国
部長

土屋　好史 〒370-3511　群馬県高崎市金古町352-1

大分

宮崎

廣津　俊英 〒861-2244　上益城郡益城町寺迫1090

八木　糸吉 〒899－5231　姶良市反土2162

黒木　優太 〒880-0911　宮崎市大字田吉1031

有田　慶祐 〒870-0130  大分市横尾東町1-23-1

鹿児島

熊本



電話番号

FAX番号

北九州市立 093-641-0967

穴生中学校 093-641-0968

鳥栖市立 0942-83-2537

鳥栖中学校 0942-83-2601

長崎市立 095-836-0065

茂木中学校 095-836-1909

熊本市立 096-364-6181

白川中学校 096-364-6389

大分市立 097-592-0024

大在中学校 097-592-0427

宮崎市立 0985-23-2225

檍中学校 0985-23-2226

姶良市立 0995-66-2504

山田中学校 0995-66-2467

九州 沖縄市立 098-937-3191

沖縄 越来中学校 098-938-3573

私立 029-851-6611

茗溪学園中学校 029-851-5455

後藤　憲一 会長

図師　正敏 理事長

奥野　香織 事務局

三宅　良市 〒851-0242　長崎市北浦町2018-24

７　（１） 体操競技

池本　正義 〒806-0059  北九州市八幡西区萩原3-6-1

佐賀 小副川　隼人 〒841-0037　鳥栖市本町2-104-1

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

福岡

長崎

平良　扇子 〒904-0001　沖縄市越来1-2-1

〒880-0925  宮崎市本郷北方2653-20
       　　　　　 奥野　香織様気付

090-1349-2843
（図師）

九州

協会

全国
部長

内窪　　誠 〒305-8502　茨城県つくば市稲荷前1-1

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 〒899-5543　姶良市下名977

前田　良樹 〒880-0841　宮崎市吉村町江田原甲265

戸上　加寿代 〒870-0268　大分市大字政所2602-１2

鹿児島

熊本



電話番号

FAX番号

私立 0942-43-4533

 久留米信愛中学校 0942-43-4543

佐賀市立 0952-24-4338

城南中学校 0952-24-4339

諫早市立 0957-43-0024

喜々津中学校 0957-43-4013

熊本市立 0964-28-2006

下益城城南中学校 0964-28-0165

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

姶良市立 0995-52-0100

蒲生中学校 0995-54-3003

九州 沖縄立 098-933-4797

沖縄 山内中学校 098-932-6885

西東京市立 042-465-6113

田無第四中学校 042-469-2181

後藤　憲一 会長

図師　正敏 理事長

奥野　香織 事務局

白丸　由比 〒859-0405　諫早市多良見町中里30

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 〒840-0016 佐賀市南佐賀1-20-1

県　名 氏　　名 勤 務 校 住  　　　　所

福岡

長崎

大冝見　美智子 〒904-0034　　沖縄市山内2-20-1

〒880-0925  宮崎市本郷北方2653-20
       　　　　　 奥野　香織様気付

090-1349-2843
（図師）

九州

協会

全国
部長

角　友梨香 〒1880-013  東京都西東京市向台町2-14-9

大分

宮崎

櫻井　朋恵 〒861-4202  熊本市南区城南町宮地1020-1

福永 博之 〒899-5303　姶良市蒲生町北10

前田　良樹 〒880-0841　宮崎市吉村町江田原甲265

伊東　ひろ子 〒870-0163  大分市明野南3-7-1

鹿児島

熊本



電話番号

FAX番号

朝倉市立 0946-22-2424

甘木中学校 0946-22-5517

小城市立 0952-73-2016

三日月中学校 0952-73-5006

佐世保市立 0956-38-2165

早岐中学校 0956-38-2447

八代市立 0965-37-0138

八代第七中学校 0965-37-0158

別府市立 0977-67-2196

北部中学校 0977-66-8823

都城市立 0986-36-3037

志和池中学校 0986-36-0513

鹿児島市立 099-228-8114

伊敷台中学校 099-228-8412

九州 南風原町立 098-889-2095

沖縄 南風原中学校 098-889-2204

三宅村立 04994-2-0049

三宅中学校 04994-2-1376

木村　明彦 会長

加治　健男 理事長

加治　健男 事務局

080-5208-7623

長崎

前田　卓也 〒866-0006　八代市郡築七番町41-2

中﨑　輝一 〒859-3203　佐世保市陣の内町100

〒826-0041  福岡県田川市弓削田
　　　　　　　　　3286-6
　　　　　　　　　加治健男　気付

九州

連盟

全国
部長

今藤　隆浩 〒890-0007　鹿児島市伊敷台1-3-1

〒874-0021　別府市大字亀川231

〒885-1103　都城市上水流町4323-1

鹿児島

〒100-1102　東京都三宅島三宅村伊豆470

衛藤　浩志

小澤　秋仁

佐賀 福島　信一郎

〒901-1111　南風原町字兼城780

桒畑　宏輔

熊本

〒845-0021　小城市三日月町長神田1650

大分

宮崎

池田　　武

８　バレーボール

城戸　学吏 〒838-0062  朝倉市堤1430-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-481-5781

宮竹中学校 092-481-5820

佐賀市立 0952-24-4265

成章中学校 0952-24-4266

東彼杵町立 0957-46-0049

東彼杵中学校 0957-46-1604

和水町立 0968-86-2004

菊水中学校 0968-75-6060

日出町立 0977-72-2107

日出中学校 0977-72-7365

日向市立 0982-52-4794

日向中学校 0982-52-4795

鹿児島市立 099-281-3122

西陵中学校 099-281-3127

九州 今帰仁村立 0980-51-5666

沖縄 今帰仁中学校 0980-51-5668

八王寺市立 042-676-6635

別所中学校 042-677-3708

寺園　圀順 会　長

白水　厚二 理事長

松岡　政義 事務局

097-546-6727

FAX  546-6727

長崎

池田　完治 〒865-0136　玉名郡和水町江田4250

山口　貴裕 〒859-3808　東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1666

〒870-0844  大分市古国府5-12-20
九州

連盟

全国
部長

田尻　寿 〒890-0032　鹿児島市西陵5-13-1

〒879-1506  速見郡日出町2627

〒883-0034  日向市大字富高733-4

鹿児島

〒192-0363　東京都八王子市別所2-28

石井　伸幸

大房　裕司

佐賀 佐藤　晋太郎

〒905-0401  今帰仁村字仲宗根47

松田　忠典

熊本

〒840-0814　佐賀市成章町7-1

大分

宮崎

小橋川  仁

９　ソフトテニス

安部　　 孝 〒815-0001　福岡市南区五十川1-4-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

北九州市立 093-561-4993

板櫃中学校 093-561-4996

嬉野市立 0954-43-0244

嬉野中学校 0954-20-2117

佐々町立 0956-62-3121

佐々中学校 0956-41-1062

熊本市立 096-368-2118

湖東中学校 096-368-2218

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

霧島市立 0995-46-0219

国分南中学校 0995-46-0218

九州 宜野湾市立 098-898-2642

沖縄 嘉数中学校 098-898-2650

.

八王子市立 042-676-5571

宮上中学校 042-677-0205

具志堅　隆 会　長

加藤　憲二 理事長

加藤　憲二 事務局長

096-387-2299

FAX  387-2301

長崎

宮本　晃利 〒862-0909  熊本市中央区湖東1-13-1

國重　純平 〒857-0311　北松浦郡佐々町本田原免111

〒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

迫田　  龍 〒899-4463　霧島市国分下井817

〒870-0163  大分市明野南3-7-1

〒880-0841　宮崎市吉村町江田原甲265

鹿児島

〒192-0364  東京都八王子市南大沢5-5

重石　一博

神村　義裕

〒843-0301　嬉野市嬉野町大字下宿甲2786佐賀

〒901-2214　　宜野湾市我如古423

姫野　富士夫

熊本

福山　憲一

大分

宮崎

東　　政仁

１０　卓　　球

岩田　勇人 〒803-0825 北九州市小倉北区白萩町8-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

春日市立 092-502-0107

春日北中学校 092-502-0108

佐賀県立 0942-83-2211

香楠中学校 0952-81-1018

大村市立 0957-53-1333

大村中学校 0957-53-2127

玉名市立 0968-76-0136

有明中学校 0968-76-0140

日田市立 0973-22-7135

三隈中学校 0973-26-0293

都農町立 0983-25-0046

都農中学校 0983-25-0090

鹿児島市立 099-221-2331

東桜島中学校 099-221-2340

九州 与那原町立 098-946-2254

沖縄 与那原中学校 098-946-5549

越谷市立 048-975-5551

栄進中学校 048-975-5641

浦山　　茂 会長

佐竹　養一 理事長

佐竹　養一 事務局長

092-595-3261

FAX 595-3261

長崎

境　　恵司 〒865-0055  玉名市大浜町1765-8

福村　貴大 〒856-0048　大村市赤佐古町78

〒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

新保　浩一 〒891-1543　鹿児島市東桜島町810

〒877-0076  日田市亀川町402-1

〒889-1201　都農町大字川北14120

鹿児島

〒343-0025  埼玉県越谷市大沢659-1

江藤　裕也

関根　冬藏

佐賀 熊岡　秀幸

〒901-1303　与那原町字与那原57

若松　宏治

熊本

〒841-0038　鳥栖市古野町600-1

大分

宮崎

金城　　忍

１１　バドミントン

日下部　正実 〒816-0872　春日市桜ケ丘7-20

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-864-2479

田隈中学校 092-864-2486

武雄市立 0954-22-4105

武雄中学校 0954-22-4191

波佐見町立 0956-85-2421

波佐見中学校 0956-85-2377

阿蘇市立 0967-22-0201

一の宮中学校 0967-22-3815

日出町立 0977-72-2107

日出中学校 0977-72-7365

日向市立 0982-52-4754

富島中学校 0982-52-4755

鹿屋市立 0994-62-2702

細山田中学校 0994-62-2981

九州 読谷村立 098-958-2303

沖縄 読谷中学校 098-958-2546

帯広市立 0155-35-6593

帯広第八中学校 0155-35-4532

押川　尚生 会　長

瀬戸山　章 理事長

久保山　正志 事務局

〒890-0023  鹿児島市永吉1-8-5
九州

協会

全国
部長

〒080-0027  北海道帯広市西17条南6丁目1番地

休坂　和人 〒893-1601　鹿屋市串良町細山田4943-1

坂野　英一郎

鹿児島

住  　　　　所

山口　未来

大分

黒木　教雄 〒883－0061　日向市大字日知屋8272-2

氏　　名

宮崎

福岡

〒859-3701　東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1999

二宮　孝毅

熊本

099-298-1199

FAX 298-1666

１２　ソフトボール

廣野　　透 〒814-0175　福岡市早良区田村4-25-1

〒904-0301　読谷村字座喜味2976-2安里　光之

長崎

佐賀 川上　　優 〒843-0024 武雄市武雄町大字富岡11606

県　名

〒879-1506　速見郡日出町2627

永石　　進 〒869-2612  阿蘇市一の宮町宮地1669-2

勤 務 校



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

大村市立 0957-55-1166

桜が原中学校 0957-55-1167

玉名市立 0968-57-0402

岱明中学校 0968-57-0466

由布市立 097-582-0014

庄内中学校 097-582-0167

宮崎市立 0985-82-1012

高岡中学校 0985-82-3018

日置市立 099-296-2009

吹上中学校 099-296-2272

九州 那覇市立 098-885-5453

沖縄 若夏分校 098-886-6144

練馬区立 03-3990-6412

貫井中学校 03-3577-7998

藤田　弘明 会　長

久野　裕久 理事長

事務局

092-714-1558

FAX  714-1559

長崎

藤原　光史 〒869-0203　玉名市岱明町浜田120

永瀬　　諒 〒856-0812　大村市桜馬場2-487-1

〒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

弥栄　敏郎 〒899-3301　日置市吹上町中原1691

〒879-5421  由布市庄内町柿原49

〒880-2221  宮崎市高岡町内山2700

鹿児島

〒176-0021　東京都練馬区貫井2-14-13

後藤　義治

高橋　健司

佐賀 西山　訓央

〒903-0802  那覇市首里大名町3-112

松迫　隆行

熊本

〒849-0303　小城市牛津町牛津549

大分

宮崎

比嘉　紀史

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



電話番号

FAX番号

北九州市立 093-561-4993

板櫃中学校 093-561-4996

佐賀市立 0952-24-4238

昭栄中学校 0952-24-4239

南島原市立 0957-73-6720

布津中学校 0957-72-5387

菊池市立 0968-25-2041

菊池北中学校 0968-25-1908

大分市立 097-521-1040

鶴崎中学校 097-521-1026

串間市立 0987-72-0115

串間中学校 0987-72-3669

薩摩川内市立 0996-23-5200

川内中央中学校 0996-23-5209

九州 那覇市立 098-917-3402

沖縄 首里中学校 098-917-3422

福島市立 024-553-5049

北信中学校 024-554-4718

青柳　俊彦 会　長

嶌末　秀一 理事長

山口　千草 事務局長

092-712-1890

FAX  712-1891

長崎

緒方　晃市 〒861-1331　菊池市隈府1515

山田　啓司 〒859-2112　南島原市布津町乙1653

〒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

岩下　周平 〒895-0012　薩摩川内市平佐町5000

〒870-0131　大分市大字皆春1200

〒888-0001  串間市大字西方8607

鹿児島

〒960-0102 福島市鎌田字御仮家20

大内　正勝

國原　宣昌

佐賀 田中　晋一

〒903-0806　　那覇市首里汀良町2-55　

尾﨑　城夫

熊本

〒840-0855　佐賀市昭栄町1-7

大分

宮崎

伊佐　直己

１４　剣　　道

大森　靖雄 〒803-0825　北九州市小倉北区白萩町8-1

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

粕屋町立 092-939-0740

粕屋東中学校 092-939-4064

伊万里市立 0955-24-2007

南波多郷学館 0955-24-2006

平戸市立 0950-22-9246

中野中学校 0950-24-2620

宇城市立 0964-27-0006

網田中学校 0964-27-0067

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

薩摩川内市立 0996-23-4164

川内北中学校 0996-23-4055

九州 浦添市立 098-877-2066

沖縄 浦添中学校 098-877-2808

立川市立 042-537-3195

立川第六中学校 042-534-6954

中野　隆 会　長

淀川　忠明 理事長

尾上　和弘 事務局

092-752-8926

FAX  752-8928

長崎

髙濵　壽夫 〒869-3173  宇土市下網田町1842

野口　清之 〒859-5133 平戸市中野大久保町1096

〒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

〒880-0951　宮崎市大塚町鎌ヶ迫2296

鹿児島

〒190-0015　東京都立川市泉町786-16

藤岡　　強

加藤　隆司

佐賀 堀西　謙太

〒901-2103　　浦添市仲間2-46-1

門川　俊介

熊本

〒848-0007　伊万里市南波多町井手野3100

大分

宮崎

幸地　銀治

１５　相　　撲

酒井　博幸 〒811-2313　糟屋郡粕屋町大字江辻430

県　名 勤 務 校 住  　　　　所氏　　名

福岡



電話番号

FAX番号

福岡市立 092-806-0041

玄洋中学校 092-806-0357

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

熊本市立 096-383-1288

帯山中学校 096-383-1349

杵築市立 0978-62-2647

宗近中学校 0978-62-3784

国立 0985-25-1122

宮崎大学附属中 0985-25-1123

瀬戸内町立 0997-72-0076

古仁屋中学校 0997-72-2755

九州 糸満市立 098-994-2045

沖縄 高嶺中学校 098-995-0149

佐藤　彦空 議長

谷﨑　金光 幹事長

中平　良一 書記長

〒851-0402  長崎市晴海台33－4
　　　　　　　　　中平良一様気付

九州

協議会

佐賀

090-1089-1387

〒873-0002  杵築市大字南杵築2063

長崎

増永　眞一郎 〒862-0924  熊本市中央区帯山1-35-32

桑原　卓也 〒859-3203　佐世保市陣の内町100

全国
部長

西　香穂美

氏　　名 勤 務 校

平島　健太 〒842-0007　神埼市神埼町鶴3565

１６　空手道

辛嶋　祐貴生 〒819-0166　　福岡市西区横浜2-34-1

県　名 住  　　　　所

福岡

熊本

大分

平良　　司 〒901-0325　　糸満市字大里1902

谷口　朝哉 〒880-0026　宮崎市花殿町7-67

〒894-1508　大島郡瀬戸内町古仁屋842-8

宮崎

鹿児島

松井　啓子



電話番号

FAX番号

私立 092-922-7361

筑陽学園中学校 092-928-3697

基山町立 0942-92-2203

基山中学校 0942-92-2252

長崎市立 095-838-2141

東長崎中学校 095-838-2134

菊陽町立 096-232-4110

武蔵ヶ丘中学校 096-232-4509

大分市立 097-558-6337

明野中学校 097-558-8981

宮崎市立 0985-56-7585

本郷中学校 0985-56-7586

　出水市立 0996-63-2166

出水中学校 0996-63-2168

九州 浦添市立 098-958-2303

沖縄 浦添中学校 098-958-2546

本村　道生 会　長

合瀬　武久 理事長

中野　生也 事務局

092-722-1605

FAX  722-1607

池田　　功 〒869-1108  菊池郡菊陽町光の森1-3518

帯山　正志 〒851-0133　長崎市矢上町8-6

油布　憲司 〒870-0163　大分市明野南3-7-1

河野　茂子 〒880－0921　宮崎市大字本郷南方5460

〒901-2103　　浦添市字仲間2-46-1大浦　　誠

県　名

佐賀

１７　テニス

稲住　哲朗 〒818-0103　太宰府市朱雀5-6-1

住  　　　　所

福岡

氏　　名 勤 務 校

〒841-0204　三養基郡基山町宮浦941柿本　貴俊

長崎

九州

協会

能勢　優史 〒899-0207  出水市中央町1262

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

大分

宮崎

鹿児島

熊本


