
追手門学院大学　日本拳法部

私たち追手門学院大学日本拳法部では、２～３時
間練習しています。部員数は男７人、女 2人で今
年は部員のまとまりがとてもよくお互いに切磋琢磨
しながら、全員が強くなり試合に勝利していくこと
です。

■所在地･その他

■概要

私たち追手門学院大学日本拳法部では、月、火、
水、金の週４回で１７時から２～３時間練習してい
ます。形の練習から突き、蹴り、組み技、交わし技な
ど、１つ1つの大会に向けて、全力を尽くし必ず勝
つという気持ちで挑んでおります。１人１人の弱点
を克服するため研究し、強くなるため、入賞するた
めに目標を持って練習をしています。
また、卒業生のＯＢの方々にも練習に参加してもら
い、部員全員の強化にも励んでおり、他大学にも負
けないくらいの練習、力強さ、礼儀作法を身に付
け、改めて行く指導方針を心がけています。

■指導方針

●道場の場所　体育館1Ｆ第２、３体育館
●電話　　　　０９０－９８７１－７２０６
●E-Mail　　　donaii-@softbank.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・火・水・金　17:00～

●対象者　　　
●代表　　　　桐山　慶治
●指導員　　　横谷　茂雄
●設立年度　　

学

近畿ブロック　大阪府



大阪高等学校日本拳法部

昭和 40年、松村進教諭が大阪高校の非常勤講
師として赴任、日本拳法同好会発足。
昭和 41年、同氏が専任教諭となり日本拳法部に
昇格。今年で創部 47年を迎えた。
平成 18年 3月に松村進教諭が本校を退職し、
阪本善信( 大阪高校教諭)が監督、山口大輔( 平
成 12年 3月卒)がコーチに就任し、松村進師範
の意志を引き継ぎ、現在に至る。

■所在地･その他

目標は「日本一声のでっかい日本拳法部」。
試合の勝ち負けには当然こだわるが、それよりも部
員の1人 1人を、高校を卒業して社会に通用する
人物に育てることを第一に考えて指導にあたって
いる。そのために、一時期曖昧になっていた、指導
者、先輩、後輩の位置関係、けじめを明確にして、1
人 1人が常に全力を出しきることを方針に掲げて
いる。
その１つが「日本一声のでっかい日本拳法部」で
ある。この目標に向かい続ける限り、試合の結果は
出るものだと信じて活動している。
・全国高等学校日本拳法選手権大会・男子団体
競技　優勝9回（昭和56,57,58,平成３,４,５,６,
18,24 年）
・全国高等学校日本拳法選抜大会・男子団体競
技　優勝 3回（平成 15,20,24 年）
・全国大会・男子個人競技・優勝者 6名
・本校卒業後、大学生・社会人となり活躍する選
手多数。

■指導方針

●道場の場所　大阪市東淀川区相川2-18-51
（大阪高等学校）

●電話　　　　06-6340-3031（代）
●E-Mail　　　oshs-kyoiku8@osakashs.ed.jp
●URL　　　　http://www.geocities.jp/daikou_nikken/

（OBOG会）

●練習時間帯　月～金　15:30～18:00
土曜日　13:30～16:00
夏・冬・春休み期間は要確認

●対象者　　　大阪高等学校生徒
●代表　　　　阪本　善信
●指導員　　　師範　松村　進、部長　上山　陽

顧問　木ノ脇　求、ｺーﾁ　山口　大輔
●設立年度　　昭和40年

■概要

高

近畿ブロック　大阪府



大阪市旭区日本拳法連盟

本連盟は、日本拳法の鍛錬をとおして自力、正道
の精神を養い、はつらつとして輝ける若人を躍進さ
せる場である。　　　　　　　　　　　　　　
当道場の指導者及び保護者はすべてボランティア
で会費は団員の育成に還元されている。競技大会
には、幼児を含め少年部、青年部とも積極的に参
加し、全国的にも優秀な成績を収めている。また、
大阪市旭区体育厚生協会日本拳法部として毎年
8月には、大阪市旭区体育厚生協会主催で旭区
民日本拳法大会を開催している。

■所在地･その他

■概要

日本拳法をとおして、礼節と秩序、堂 と々競い、謙
虚に学ぶ心を会得し、以って知育・体育の向上に
寄与する。地域の青少年の健全なる育成、相互の
親睦と友愛の精神の修得と合わせて非行の防止
に資する。
順守事項　規律を守り、指導者の指示に従うこ
と。本道場の秩序を著しく乱した場合、除名するこ
とがある。

■指導方針

●道場の場所　①大阪市立古市小学校
②大阪市立高殿南小学校

●電話　　　　06ー6952ー9151（清家敏秀）
●E-Mail　　　asahikenren@yahoo.co.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　①毎週　木・土　 19:00～21:00
②毎週　水曜日　19:00～21:00

●対象者　　　幼児から社会人（男女問わず）
●代表　　　　小泉　賢一郎
●指導員　　　
●設立年度　　昭和53年4月1日

社少

近畿ブロック　大阪府



大阪歯科大学　日本拳法部

当拳法部は日本の武道である日本拳法の修練を
通じ、将来、歯科医師として社会に貢献する上で
必要となる体力、精神力及び礼節等を養うことを
その主眼とする。

■所在地･その他

当拳法部に在籍する者は歯科大学の学生である。
歯学生である以上、将来国家試験に合格して歯
科医師として世に立つため、学業に励むことを第
一とする。
拳法部員はこれに加え、武道を修めるものとして拳
法の修練に励むとともに、日頃から礼節をわきま
え、良識に従った行動をとらねばならない。また拳
法部という組織においては、同じ道を志した仲間
あるいは先輩後輩として、互いに助け合い、高め合
う関係を築くことが必要である。

■指導方針

●道場の場所　大阪府枚方市牧野本町１－４－４
●電話　　　　０７２－８６４－３００６
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　
●対象者　　　
●代表　　　　田中　昌博
●指導員　　　服部　哲也
●設立年度　　昭和23年

■概要

学

近畿ブロック　大阪府



大阪府立今宮工科高等学校

1967 年渡辺武治先生に依り当校にて同好会として日
本拳法部の歴史が初まりました。当時は防具も他の団
体より寄付を頂いたりしてスタートしたと聞いて居りま
す。八要( 心身気力技術法道)を磨き楽しく修練を積む
事を大事にして数々の栄誉実績を残し多くのすばらし
い生徒を輩出してまいりました。ただ残念なのは大阪の
公立高校の中では当校だけが残りガンバッテおります。
又、他校においてもクラブ創立を目指し行動いたして居
ります。今後も日本拳法の発展の為努力してまいりたい
と思います。

■所在地･その他

日常の練習に於いては時間的に制約が有る為に
約 2時間の練習となって居ります。
扨て内容については1時間以上の基礎練習を重
点的に行ない体力、気力を養い最後に防具練習を
しており事故の無いよう心掛けて居ります。

■指導方針

●道場の場所　大阪市西成区出城1ー1ー6
体育館１階道場

●電話　　　　06－6631－0055
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎日　15:00～17:15　　
●対象者　　　本校学生
●代表　　　　中村　安治
●指導員　　　中村　安治　
●設立年度　　昭和43年

■概要

高

近畿ブロック　大阪府



関西大学第一高等学校日本拳法部

個人・平成以降の歴史はHPを御覧ください
昭和 24年度　故 酒井彦一氏らにより創設
昭和 25年度～昭和 29年度　関関高校定期戦
昭和 30年度　関大一高、関学高に加えて、住吉高校、徳島高校、加古川高校、興国高校、
　　　　　　  伊都高校、建国高校が集い、高校選手権大会を開催。本校が優勝を収める。
昭和 31年度   第 1回 関西高校選手権大会開催昭和 31、32、33、34、36、41、53 年度
　　　　　　  関西高校選手権大会　優勝
昭和 49年度　宗家杯　準優勝
昭和 53年度   第 23回 全日本高校選手権 3位
　　　　　　  関西高校選手権大会優勝
昭和 54年度   第８回 宗家賞争奪新人戦 優勝
昭和 55年度   第９回 宗家賞争奪新人戦 3 位
昭和 56年度   第 26回関西高校選手権大会 3位
昭和 57年度   第 11回 宗家賞争奪新人戦 優勝 第 27回関西高校選手権大会 3位
昭和 58年度   第 28回関西高校選手権大会優勝
昭和 60年度　第 30回全日本高校選手権優勝、関西高校選手権大会優勝
　　　　　　  第 14回 宗家賞争奪新人戦優勝
昭和 61年度   第 31回 全日本高校選手権優勝　関西高校選手権大会優勝
昭和 63年度   第 33回 全日本高校選手権優勝
　　　　　　  第 16回宗家賞争奪新人戦優勝

■所在地･その他

試合･稽古の相手を互いに敬い、気品と礼節を身
につけることを願っています。

■指導方針

●道場の場所　吹田市山手町3-3-24
●電話　　　　06ー6337ー9920～9927
●E-Mail　　　dughman@kochu.kansai-u.ac.jp 
●URL　　　　http://www.kansai-h.ac.jp/dai-ichi

●練習時間帯　月～金　　　　15:30～18:00
土曜日（半日） 13:00～15:30

●対象者　　　
●代表　　　　部長　ﾃ ｭ゙ﾌﾏﾝ ﾗｲｱﾝ
●指導員　　　顧問　西山　孝一、松本　益美

竹内　昭、池田　貴子
師範　雑古　哲夫
ﾍｯﾄ゙ ｺｰﾁ　森村　裕二、ｺｰﾁ　辻本　悠祐
竹中　弘幸、上岡　瑞季

●設立年度　　

■概要

近畿ブロック　大阪府

高



三密会

平成７年に高野山大学日本拳法部初代主将松下
忠明氏、部長藤田光寛氏が中心となり三密会を
発足。大学ＯＢが主に社会人大会等で活動を
行っていました。
平成１８年、大阪市大正区において少年部を発足。
現在に至ります。

■所在地･その他

■概要

日本武道の精神に触れることで、強く正しい人間
作りや護身の修得を目的としています。マニュアル
化された現代社会の中で見失いがちな自己のアイ
デンティティを拳法の場を通じ体感できるよう心が
けております。

■指導方針

●道場の場所　①大正区泉尾５－１７－３１
②大正区北恩加島１－１
　北恩加島小学校講堂

●電話　　　　０６－６５５４－１３９１
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　金曜日　21:00～23:00
毎週　土曜日　13:00～15:00

●対象者　　　幼年～社会人
●代表　　　　松下　忠明
●指導員　　　野村　定徳、島崎　大介
●設立年度　　平成18年7月

社少

近畿ブロック　大阪府



親和会

昭和４８年大阪市都島区高倉町治久丸ビル内に
日本拳法親和会治久丸義彦創立、瀬口清市継
承、都島区御幸町２－６ゆきコミュニティホール、
瀬口清市、来海昭夫、中本義信、井上成美氏四名
によって創設「親和」は「親しく和す」と読み、そ
の名の通り和を重んじつつ、青少年の健全な育成
をめざし「健全な精神は肉体にやどる」を合言葉
に、日本拳法の修練を通して地域社会における青
少年の健全育成、日本拳法の振興。

■所在地･その他

基礎練習に重点を置き、日本拳法の練習を通し
て、苦しいことや、つらいことを克服する強い精神、
個性と可能性を引き出し、そして礼節を重んじ、心
の豊かな人間になり、地域社会に貢献できるよう
又、「競技」スポーツとしての楽しさを指導していま
す。

■指導方針

●道場の場所　大阪市都島区御幸町２－６
みゆきコミュニティホール

●電話　　　　０９０－８３７６－６６７５（中本）
●E-Mail　　　nakamoto-0109@ezweb.ne.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　月・水　19:00～21:30
●対象者　　　男女少年部（小・中）、一般（高校生含む）
●代表　　　　瀬口　清市
●指導員　　　中本　義信、藤本　登志男
●設立年度　　昭和48年

■概要

近畿ブロック　大阪府

社少



清風高等学校・中学校　日本拳法部

１９７８（昭和５３）年、同好会として與儀敞一（故人）
と政仁志（現顧問）が、清風学園の教育方針「安心さ
れ、尊敬され、信頼される人物になる」に沿う生徒を、ク
ラブ活動を通して育成することを目的として創設。
「昔気質な上下関係の厳しさよりも、集団の中での自己
の在り方をしっかり学べる部にして、単に強さだけを求
めるのではなく、『優しさ・思いやり』を持った若者を育
て、社会に貢献する人間を作りたい。」という故人の遺
志を継ぎ、それを部の精神として現在に至っている。

■所在地･その他

本校では、ほとんどの部員が、高校２年次を自己の
全盛期として、３年進級と同時に引退する。大学進
学を考え、学業優先とする理由からである。そのた
め、限られた時間を如何に効率よく使うかが求め
られる。また部員が、中・高にわたるため、団結する
ことが大事であると考え、常に部員相互間での話
し合い、創意工夫をすることを指導している。かつ
てより、部活動の実績を活かし、大学進学する生
徒もいたが、近年、学業に励み、進学を果たした
後、再び大学で拳法部に入部する者も多くなって
いる。更に、部の中枢として活躍する者も増えてお
り、指導の成果が現われていることは、本当にうれ
しい限りである。
「道」とは、先駆者の教えを「正しく」自分のものと
し、それを「正しく」後の者に継いで行くことだと考
える。その意味でも、本校日本拳法部創設の意義
を弁え、卒業生諸君が、社会に於いて、２１世紀の
リーダーとなってくれることを期待し、日々指導を
続けている。

■指導方針

●道場の場所　清風高等学校　南５Ｆ
大阪市天王寺区石ヶ辻町１２－１６

●電話　　　　０６－６７７１－５７５７
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月・火・木・土　放課後
●対象者　　　
●代表　　　　顧問　政　仁志、山本　剛史
●指導員　　　
●設立年度　　昭和53年4月

■概要

高

近畿ブロック　大阪府



泉北桃拳会・桃拳会スポーツ少年団

１９７７年（昭和５２年）堺市の泉北ニュータウン
の三原台で地域の保護者より「行儀や礼儀が出
来、体が強くなるように日本拳法を教えて欲しい」
と要望され、１２月の寒風吹く中、近くの広場で子
供６人を相手に活動を開始した。月日の経過と共
に、徐 に々地域の小・中学校の体育館が使用出来
るようになり、それに伴って練習生も子供から社会
人迄増え現在に至り、日本拳法会傘下の少年から
社会人迄の連盟に所属し、又、各団体が主催する
交流大会にも多く参加している。

■所在地･その他

■概要

創設当初より、年間の練習形態を季節別に変化さ
せ実行しています。大きな違いとしては、春秋季は、
防具装着での乱稽古に練習時間を多く取り、上下
関係なく総当り稽古をする事により、礼・技・術の
向上を計り、夏季に於いては、防具を装着して、そ
れぞれの距離を設定し、それ以上を目指してのラ
ンニングを主体とし、しっかりと汗を流し、体力・根
気の向上を計り、残り時間を瞬発力の増加を目的
とした一挙多人数に依る順番不特定の円形掛か
り稽古を行い、冬季には、柔軟な体を作るようにス
トレッチを充分に行ない、重ねて筋力アップを計る
為の筋力運動をも充分に行なった後に、怪我防止
の為の受身、そして基本・形練習を実施していま
す。又、会の中だけの活動に終らず、日本拳法を通
して、交流の輪を広げる可く、定期的に多団体と合
同練習をしています。

■指導方針

●道場の場所　大阪府堺市南区三原台１－１２―１
堺市立三原台中学校体育館

●電話　　　　０９０－１２４０－１０６５（植村）
●E-Mail　　　toukenkai@gmail.com
●URL　　　　http://senbokutoukenkai.web.fc2.com

●練習時間帯　毎週　月・木　19:００～２１:00
●対象者　　　幼児～社会人男女
●代表　　　　植村　福寿
●指導員　　　油谷　将太
●設立年度　　昭和52年１２月

社少

近畿ブロック　大阪府



高槻市日本拳法連盟

高槻市日本拳法連盟は古川南海男師範によって
昭和 50年 4月10日に富田町公民館にて産声
を上げ、昭和 57年に高槻市総合体育館に教室を
移設し、同年４月に㈶高槻市体育協会に加盟、現
在に至る。
毎年５月には会長杯大会・１０月には市長杯大会
を開催しています。

■所在地･その他

武道の強さだけを求めるのではなく心身ともに健
全で明るく。元気な。弱い人達を助ける優しさを
持った。人の役に立つ。人間形成を指導の柱とし
ています。　
また、優しい思いやりを持った。明るい元気な挨拶
が出来る。約束を守る。等の人として当たりまえの
ことが出来る。を徹底し、分け隔てなくすべての人
達と交流し誠実に友好な信頼関係を築き共に成
長・発展出来るよう指導を心がけています。

■指導方針

●道場の場所　高槻市芝生町4丁目1-1
（高槻市営バス「芝生西口」停留所前）
古曽部町3丁目15-1
(高槻市営バス「古曽部防災公園」停留所前）
古曽部防災公園体育館

●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　木・土　　19:00～21:00
高槻市総合体育館（２Ｆ 中体育室）
第２・４火曜日　19:00～21:00
古曽部防災公園体育館(サブアリーナ)

●対象者　　　少年・一般(男女) 
●代表　　　　古川　南海男
●指導員　　　村上　政行、安井　正、大塚　章三
●設立年度　　昭和50年4月10日

■概要

社

近畿ブロック　大阪府



●代表　　　　西田　峯一、理事　樋口　寛治
副代表　陳　明裕

●指導員　　　勝　正人、徳野　良恵、織田　勝法
望月　淳二、田口　優樹、中田 　潔
藤岡　空吾、藤岡　大地

●設立年度　　昭和27年9月10日

豊中市日本拳法連盟　誠心会 社少

宗家沢山宗海の命を受け、昭和 27年 9月１０日
豊中市に日本拳法会豊中支部が寺内（現若竹町）
に設立され、誠心会と命名された。昭和 39年に
は日本拳法会として豊中市体育連盟にも加盟し、
昭和55年に振武会、昭和58年に寺内拳友の会、
昭和 59年に桜塚高校支部、昭和 60年に誠心
会北条支部を開設し、地域に密着した形で豊中
市における武道、並びにスポーツ振興の一翼を
担ってきた。

■所在地･その他

■概要

豊中市立武道館ひびきにおける豊中市民拳法教
室を通じて、日本拳法の良さ、楽しさを広く市民の
皆さんに知っていただくことで、拳法の普及発展に
務めています。市民拳法教室では、礼に始まり礼に
終わる武道の精神をベースに、基礎体力作り、基
本型の習得に重点を置いています。教室終了後、
より本格的に拳法を学びたい方々には、宗家より
直接指導を受けた現西田会長の指導の下、三十
二型などの徹底した基本練習を繰り返した後に、
空乱稽古、防具稽古と段階を追って行うようにし
ています。
練習は、無理なく楽しく長く拳法を続けていけるよ
う、個人の自主性を尊重し、強制することなく各自
に合ったペースで行っています。また、武道館には
AEDも装備されており乱捕稽古時にはマウスピー
スの装着を励行するなど、健康安全面には特に配
慮した指導を心がけています。

■指導方針

●道場の場所　豊中市服部西町4－13－2
●電話　　　　06－6864－2288 
●E-Mail　　　mc@ma5.seikyou.ne.jp
●URL　　　　http://www.spotoyo.com/budou/caution/caution.html
●練習時間帯　毎週　水・土　19:00～21:00
●対象者　　　一般(高校生以上)・少年(小学生以上)

近畿ブロック　大阪府



日本拳法 洪游會本部 社

洪游（こうゆう）とは「広く学ぶ」という意味です。昭和
7年の大日本拳法会の発足時、洪火会において柔道を
学んでいた中野満初代会長が洪火会の柔道理事でも
あった日本拳法 澤山宗海宗家より指導を受け、昭和
26年に「洪游会」を創立。大阪・阿倍野の地に建造さ
れた本部道場は希少な木造合掌造り75畳敷きの歴史
ある町道場として、しばしばメディアの取材をうけるなど
しています。 道場の建立以来掲げられている『自他共
栄』の墨額は柔道創始者・嘉納治五郎先生直筆のも
のであり、また、会旗に使用されているヤタガラスの紋章
は、日本拳法発祥の地の一つである洪火會の黒山高麿
会長より継承したものです。

■所在地･その他

■概要

『鍛は千本、練は万本、努力せよ』
『攻めるにあらず、護にあらず、身を修めるあり、一
生用いざるものを、一生探求するところに、拳の哲
理有り』
これは初代会長が好んで用いた言葉で、若い練習
生達に未来を見つめて鍛錬するように説いたもの
であり、洪游會本部の指導方針として現在まで引
き継がれています。
入門の全講習生へは日本拳法の歴史と、精神面
では「こころの武道・青少年の健全育成」を説き、
技術面では「教書」による突技・蹴技・寝技・逆技・
躱技と三十二型による基本練習を徹底し、指導を
行っております。これは、正しい技形を習得するた
めのものであり、最初 2-3ヶ月、マンツーマンで基
本反復練習を行った後、防具稽古（乱稽古）に入
ることとしております。
特に個性を尊重し、長所を生かし短所を改める指
導を心がけております。

■指導方針

●道場の場所　大阪市阿倍野区阪南町１－１８－１９
●電話　　　　０６－６６２１－７４２７（中野）
●E-Mail　　　kouyuhonbu@yahoo.co.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水／金　19:００～21:00

毎週　日曜日　10:００～12:00

●対象者　　　一般部は中学生から社会人
●代表　　　　中野　誠
●指導員　　　藤村　治郎
●設立年度　　昭和26年10月1日

近畿ブロック　大阪府



日本拳法　洪遊會　西成

平成１１年に洪遊會松原・近藤先生の薦めにより
洪遊會本部中野会長から「洪遊會」の冠を頂き
洪遊會西成支部として立ち上げました。当初は成
人のみの団体の予定でしたが、道場生の子供を受
け入れる様になり、今では幼～成人迄、練習してい
ます。

■所在地･その他

“ 痛みを知り思いやりを持って”
よく保護者の方々は「礼儀・礼節」と言われます。
当道場でも目に余れば注意いたしますが、それは
各家庭ですべき事と考え他とくらべるとのびのびし
ております。
指導方針としまして、・やさしい心、・人の痛みを知
る心、・自分に負けない心としています。
技術面におきましては師範　洪遊會本部内田義
春六段の指導のもと、突技、蹴技、寝技等基本練
習を行い、又、本部練習にも参加させて頂き藤村
総監督からも技術面、形の指導も頂いています。
月に１度行われております支部長会議において中
野会長より、日本拳法の歴史、博撃、補撃の形を
勉強させて頂き、道場生に伝えています。

■指導方針

●道場の場所　大阪市西成区玉出中２丁目１３番４８号 
●電話　　　　０６－６６５７－２２２２
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水・金　 19:30～21:00
毎週　日曜日　10:00～12:00

●対象者　　　幼～成人
●代表　　　　森　仁
●指導員　　　内田　義春、国田　永雄、塩田　亨
●設立年度　　平成11年

■概要

社

近畿ブロック　大阪府



洪游會　松原支部

昭和５１年５月大阪府松原立部にて洪游會本部
中野誠会長のご支援及びご指導により、洪游會松
原支部を開設する事に到りました。

■所在地･その他

小学生、中学生を中心に、日本拳法という武道を
修練することに置いて、肉体的、精神面にも青少年
の健全育成を重視し、心の武道で有ることを練習
生に指導している次第です。
練習は小学生、中学生等は防具練習中心にしてお
ります。

■指導方針

●道場の場所　松原府立部団地集会所
●電話　　　　０７２－３３２－６１５４
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月・水・金　19:00～21:00
●対象者　　　小学生及び中学生
●代表　　　　近藤　道輝
●指導員　　　大里　淳一、高尾　大輔、森　護
●設立年度　　昭和５１年５月

■概要

少

近畿ブロック　大阪府



日本拳法昇龍館本部道場

日本拳法会吹田支部を澤山宗家より支部長西田源之
助先生が頂き、その後故乾龍峰師が引継、昭和２７年
に吹田市内本町に故乾龍峰師によって昇龍館本部道
場として発足。その後二代目館長故乾耕蔵師が引継が
れ諸事情で道場を変遷しました。平成９年 9月１日に
吹田市青葉丘北に道場を構え二代目館長が「ここを
本部道場にとする」と宣言され、館長故乾耕蔵師、師範
孫田誠次先生、副館長山田勇蔵で再出発した。現在は
館長故乾龍峰師、故乾耕蔵師の両師。最高師範孫田
誠次先生、副館長山田勇蔵で練習を行っている。

■所在地･その他

日本拳法の原理原則を基本に形によって基本を
修得させ応用変化の反復練習。空乱、防具で具現
する様に指導。個性を伸ばす様にして心は初代館
長故乾龍峰師の教えで「拳人は紳士たれ」そして
世間に認められよ。

■指導方針

●道場の場所　大阪府吹田市青葉丘北９－８
●電話　　　　０６－６８７７－４９６１
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　火・金　19:00～21:00
●対象者　　　中学生～社会人　男女不問
●代表　　　　山田　勇蔵
●指導員　　　山田　勇蔵、三宅　陽子
●設立年度　　昭和27年

■概要

社

近畿ブロック　大阪府



日本拳法　大道

日本拳法大道は、2000 年 4月に大阪市東淀川
区に設立された日本拳法の道場です。幼稚園児か
ら50歳代までの幅広い練習生が稽古に励んでい
ます。少年はもちろん、成年も大半が初心者からス
タートしています。多数の指導者による熱心な指
導、現在の日本のトップクラスの選手による指導、
大学、高校をはじめ他道場との交流練習により新
たな日本拳法を学んでいます。運動不足のお父さ
んお母さん子供と一緒に始めませんか？詳しくは
ホームページご覧下さい。

■所在地･その他

■概要

日本拳法大道の指針として会旗の中に、記載して
いる「大道不器」という言葉があります。聖人の行
う大いなる道は、限られた物しか盛る事のできな
い器とは異なり、広く大きな作用を発揮する事が
できるものであるという事、物事には一つしかない
とは限らないという事を示唆しています。練習に於
いても、基本ができていれば、あらゆる応用が効
き、無限の可能性を追求していく事ができます。全
体への指導はもとより、個人指導をも深める事によ
り各人の器を開いていると考えております。又、練
習後のアフターコミュニケーションをはじめ、夏合
宿、ＢＢＱ大会、運動会等数々のリクレーションに
よって勝敗だけを求めるのではなく社会生活を生
き抜く為の強さ、又年齢を問わず練習生及び家族
との親睦をも深め、校庭開放の小学校の体育館を
使用させていただく事により地域の活性化及び青
少年の健全な育成にも貢献しています。

■指導方針

●道場の場所　大阪市淀川区大道南1-23-6
大道南小学校体育館

●電話　　　　
●E-Mail　　　hiroweb@mail.Plala.or.jp
●URL　　　　http://nikkendaido.web.fc2.com/

●練習時間帯　木曜日　18:00～21:00
土曜日　14:00～16:00

●対象者　　　少年／成人
●代表　　　　赤井　孝男
●指導員　　　辻　洋一
●設立年度　　平成12年4月

社少

近畿ブロック　大阪府



日本拳法八志会本部道場

八志会とは、日本拳法八要の教えを志すことと、人
生の活路を見い出す事とに共感し、命名する。
八志会は、昭和４６年今宮工業高等学校（現今
宮工科高校）拳法部ＯＢの初代会長石田修氏が
創立し自身が日本拳法と出会って以来、３０年を
経た平成９年２月に念願の本部道場の竣工を迎
えました。以後、石田修氏の恩師にあたる渡邊武
治館長を最高師範に、川岸正典氏、肝月隆氏、川
端幹夫氏、石井二朗氏、田畑紀博氏達が、今工Ｏ
Ｂ生や一般道場生の指導をしています。

■所在地･その他

八志会の名称が示す通り、日本拳法の八要（心・
身・気・力・技・術・法・道）を、かね修めることを
志し、また日本拳法の指導の精神「日本拳法の修
練を通して、常に礼節を重んじ、心身を鍛練し、自
己の修養に努め国家社会の繁栄と国際平和に寄
与すること。」に基づいた人間育成を目的としてい
ます。
入門された道場生へは、まず、敬と譲（相手を敬
い、思いやる事）を説く礼法を指導し、
精神的心構えを養いつつ、搏技の基本形から順
次、防具装着の乱稽古まで、複数の指導員が協力
をしながら、稽古に励んでおります。
特に安全面については、各道場生の体調を考慮し
た上での稽古メニューを作成しており、生涯ス
ポーツとして取り組める配慮の元に一貫した指導
を行っています。

■指導方針

●道場の場所　大阪市平野区長吉出戸４－１－６
●電話　　　　０６－６７００－８２２５
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月・木　19:30～22:00
●対象者　　　中学生以上
●代表　　　　石田　修
●指導員　　　川岸　正典、川端　幹夫
●設立年度　　昭和46年

■概要

社

近畿ブロック　大阪府



守口市日本拳法連盟

昭和５８年４月守口市立橘波小学校において、故
小野道雄先生が数名の小学生を集め、日本拳法
を通して、青少年の健全育成に少しでも貢献しよ
うとの思いで始められました。以来、時は過ぎ前会
長の故城利隆先生そして現会長の三澤登へと受
け継いでまいりました。
早いもので、道場開設以来、平成２５年で３０周年
を迎える事となりました。

■所在地･その他

■概要

入門者には、まず三法の礼及び基本を徹底してお
り、基本が出来れば防具稽古に入り、併行して搏
撃の形も教えています。
少年にも「突」「蹴」の各六形を教えており、大会
で演武をする事もあります。　「心の武道」を標榜
する日本拳法は、鍛錬、修業をする事により、心身
（体力・強さ）だけでなく、心（礼儀・正義・優しさ）
を磨く事になります。
継続する事により人生での「一本」を勝ち取る事
が出来ると信じています。　「無事これ名馬」「継続
は力なり」をモットーに、大きな怪我のない様に練
習生に合った稽古をしております。
我々は「強さ」と「優しさ」を兼ね備えた人間の育
成を願っており、日本拳法の修練により、将来の日
本を背負う人間に育って欲しいと切望しています。

■指導方針

●道場の場所　守口市河原町９－２　守口市民体育館
●電話　　　　０６－６９０１－５６２３（三澤）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://morikenren.777.cx/
●練習時間帯　毎週　月曜日　多目的室

毎週　木曜日　武道館
毎週　土曜日　八雲小
各道場共　18:30～21:00

●対象者　　　幼児・小中学生・高校一般
●代表　　　　三澤　登
●指導員　　　榎本　進、城洸　造、他７名
●設立年度　　昭和５８年４月

社少

近畿ブロック　大阪府



大阪経済大学日本拳法部
日本拳法を通じて挨拶 礼儀 作法を修練し、
社会に貢献する有能な人材の輩出をする
●道場の場所　大阪市東淀川区大隅2-2-8
●電話　　　　06ー6990ー3621
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　平日　　14:30～16:00

土曜日　12:00～14:00
●対象者　　　大阪経済大学生徒
●代表　　　　山本　隆造
●指導員　　　竹原　林太郎、津組　仁志
●設立年度　　昭和33年

学

近畿ブロック　大阪府

大阪学院大学日本拳法部

●道場の場所　吹田市岸部南二丁目36番1号
●電話　　　　06－6381－8434（代表）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　月～土　12:30～15:00
●対象者　　　
●代表　　　　岡田　晃（監督）
●指導員　　　
●設立年度　  昭和38年4月

学

大阪学院大学高等学校
日本拳法を通じて、肉体的、精神的な強さを
皆で身につけましょう。
●道場の場所　吹田市南正雀３－１２－１
●電話　　　　０６－６３８１－６６６１
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.osaka-gu.ac.jp/ogush/education/history.html
●練習時間帯　月～金　16:00～18:00

土曜日　13:30～15:30
●対象者　　　本校在校生及び本校卒業生
●代表　　　　浅利　智
●指導員　　　青木　征子、芳川　茂雅
●設立年度　　昭和38年4月

高



大阪工業大学 体育会 日本拳法部
道場には当時の学長直筆の「執念」が掲げられ, 
「道」離れずの心で精神修養に努めております。

●道場の場所　大阪市旭区大宮5-16-1
●電話　　　　06-6954-4418
●E-Mail　　　yamao＠occn.zaq.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　17:00～
●対象者　　　大阪工業大学　日本拳法部
●代表　　　　山尾　英一
●指導員　　　OB関係者
●設立年度　　

学

近畿ブロック　大阪府

大阪商業大学堺高等学校 日本拳法部
部旗「心」の言葉を大切にし、人格の形成に
努めています。
●道場の場所　堺市中区堀上町３５８番地
●電話　　　　０７２－２７８－２２５２
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月～金　16:00～19:30

土曜日　　　　13:30～16:30
●対象者　　　
●代表　　　　橋岡　典昭
●指導員　　　
●設立年度　　

高

大阪産業大学　日本拳法部
心身の鍛錬に励み、伝統の精心を継ぐ。

●道場の場所　大阪産業大学内
第一武道場（月・火）第二武道場（水・金）
仮設道場（木）

●電話　　　　080ー5341ー4545
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土日以外　16:30～19:00
●対象者　　　大阪産業大学在学生
●代表　　　　川嶋　一騎
●指導員　　　川添　伸昭
●設立年度　　

学



大阪桐蔭高等学校　日本拳法部

●道場の場所　大阪府大東市中垣内3丁目1番1号
●電話　　　　072-870-1001(大代表)
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://toin-kempo.com
●練習時間帯　木・金 ・土曜日
●対象者　　　本学学生
●代表　　　　小西　宏
●指導員　　　小西　宏
●設立年度　　昭和58年9月1日

高

近畿ブロック　大阪府

大阪府立大学日本拳法部ＯＢ会
心身の鍛錬を怠らず、さらなる高みを
目指す。
●道場の場所　大阪府立大学体育館１階　柔道場

大阪府堺市中区学園町1-1
●電話　　　　06-6792-2222

(大輝工業(株)平野工場)
●E-Mail　　　mail@opu-kenpo.com(現役、OB共用)
●URL　　　　http://opu-kempo.com/ob.html
●練習時間帯　毎週　土曜日　10:00～12:00
●対象者　　　大阪府立大学日本拳法部に所属した者
●代表　　　　菅尾　寿一
●指導員　　　岡　秀紀
●設立年度　　昭和31年４月１日

社

大阪府立大学　日本拳法部
ここが全力で拳法に取り組み、楽しめる雰囲
気作りを心がけています。
●道場の場所　堺市中区学園町1-1

大阪府立大学体育館一階柔道場
●電話　　　　
●E-Mail　　　mail@opu-kempo.com
●URL　　　　http://opu-kempo.com
●練習時間帯　毎週　火・木　16：30～19：30

         土曜日  10：00～12：00
●対象者　　　大阪府立大学学生
●代表　　　　綿野　哲
●指導員　　　岡　秀紀
●設立年度　　昭和28年4月1日

学



関西外国語大学日本拳法部
文武両道！留学経験者も多数！部活も勉強も
しっかり取り組めます。
●道場の場所　大阪府枚方市中宮東之町16-1
●電話　　　　0728ー05ー2081
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.kansaigaidai.ac.jp/
●練習時間帯　火～金　17:00～19:00
●対象者　　　本学学生
●代表　　　　吉田　恭徳
●指導員　　　吉田　恭徳
●設立年度　　昭和

学

近畿ブロック　大阪府

関西大学
基本を意識し、前へ前へと出る拳法を心掛
けて練習に励んでいます。
●道場の場所　関西大学(千里山キャンパス)

凱風館3階 道場
●電話　　　　06ー6368ー1121㈺
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.ku-kempo.jp/
●練習時間帯　毎週　月～土　12:00～14:00

毎週　火曜日　18:30～20:30
●対象者　　　関西大学学生
●代表　　　　藤川　良典
●指導員　　　山本　一秀
●設立年度　　

学

関西大学中等部・高等部
個性を尊重し、長所を活かし、短所を改める
指導を心がけております。
●道場の場所　大阪府高槻市白梅町７番１号
●電話　　　　072ー684ー4340
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　火・水・金・土
●対象者　　　
●代表　　　　米津　俊司
●指導員　　　樋口　克己
●設立年度　　平成22年4月

高



関西福祉科学大学高等学校
「文武両道」をめざし、「克己」を追い求める
「心の武道」として活動
●道場の場所　学校法人 玉手山学園 学園総合体育館

 “Ｄｏ夢” 2F  武道場
　　　　　　　 大阪府柏原市旭ヶ丘３丁目１３番４８号
●電話　　　　０７２－９７８－６８８２
●E-Mail　　　koho@hs.fuksi-kagk-u.ac.jp
●URL　　　　http://www.hs.fuksi-kagk-u.ac.jp/
●練習時間帯　毎週　月～金　16:15～18:30

毎週　土曜日　14:00～17:30
●対象者　　　高校生
●代表　　　　松下　忠明
●指導員　　　松下　忠明、玉井　宏昌、竹田　悠
●設立年度　　平成23年4月

高

近畿ブロック　大阪府

近畿大学体育会日本拳法部
部員のほとんどは、初心者で入部し、       
卒業までに参段を取得する学生もいます。
●道場の場所　近畿大学 東大阪キャンパス
                     11号館3階剣道場
●電話　　　　06－6719－1587（体育会本部）
●E-Mail　　　info@kindaini.com
●URL　　　　http://www.kindaini.com
●練習時間帯　火曜日　18:00～20:00　　　　　　
　　　　　　　水曜日　16:30～18:30
　　　　　　　木曜日　19:00～21:00
　　　　　　　金曜日　(偶数月)18:00～20:00
　　　　　　　　　　　(奇数月)20:00～22:00
●対象者　　　近畿大学学生
●代表　　　　石津　雅之
●指導員　　　山上　侑佐
●設立年度　　平成5年

学

拳心会

●道場の場所　東大阪市御厨栄町４－１－１０
大阪商業大学　日本拳法部　道場

●電話　　　　０９０－４６４４－８３７５
事務局　角谷（すみや）

●E-Mail　　　sumiya-hoken@rinku.zaq.ne.jp
●URL　　　　http://shodaikempo.bbs.fc2.com/
●練習時間帯　平日　４時３０より　

土曜　１０時より
●対象者　　　大阪商業大学　日本拳法部　ＯＢ
●代表　　　　拳心会　会長　高　信志
●指導員　　　松本　章
●設立年度　　

社



拳友会 社

●道場の場所　吹田市岸部南二丁目36番1号
●電話　　　　06－6381－8434（代表）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　不定期
●対象者　　　大阪学院大学日本拳法部ＯＢＯＧ
●代表　　　　井上　敦史（会長）
●指導員　　　
●設立年度　　昭和51年4月

近畿ブロック　大阪府

昇龍館　摂津
個々に寄り添い心身共に調和のとれた人間
形成を促す指導を行っています。
●道場の場所　①鳥飼小学校

②鳥飼体育館
●電話　　　　０９０－８４５６－５９９５（上田）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.geocities.jp/hide7524
●練習時間帯　①火曜日　19:00～21:00

②金曜日　19:00～21:00
●対象者　　　年中～大人
●代表　　　　北岡　勝彦
●指導員　　　高橋　幸彦、松本　賢一郎
●設立年度　　平成７年３月

少

四天王寺大学　日本拳法部
基礎を中心にお互いに改善点を指摘し合っ
て練習をとり組んでいます。
●道場の場所　大阪府羽曳野市学園前3丁目2-1
●電話　　　　090ー9703ー4131（高原）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://sitennnoujinikken.blog.fc2.com/
●練習時間帯　毎週　水・金　17:00～19:00
●対象者　　　大学生
●代表　　　　高原　彰宏
●指導員　　　柿本　実
●設立年度　　平成10年4月

学



吹田市日本拳法連盟　片山教室
日本拳法の修法を通じて常に礼節を重んじ
心身を鍛錬し自己の修養に勤める
●道場の場所　片山市民体育館

吹田市吹田市出口町31-2
●電話　　　　06ー6389ー2681
●E-Mail　　　ganchan75@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水・金　18:30～21:00
●対象者　　　小学生～一般
●代表　　　　奥谷　岩夫
●指導員　　　宮崎　堅一、利川　貞則、野原　幸雄
●設立年度　　昭和47年

社少

近畿ブロック　大阪府

吹田市日本拳法連盟　クリエイティブ教室
長幼の序や仲間意識を大切に、
楽しく拳法を。
●道場の場所　青少年クリエイティブセンター

吹田市岸部中1-16-1
●電話　　　　06ー6389ー2061
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:00～21:00
●対象者　　　幼児～成人
●代表　　　　岸前　禎一
●指導員　　　橋本　公裕
●設立年度　　平成15年

社少

吹田市日本拳法連盟　北千里教室
上達の近道、基本に戻り日々繰り返し。

●道場の場所　北千里市民体育館
吹田市藤白台5-5-1

●電話　　　　090ー3872ー9968
●E-Mail　　　boss@nagae.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　19:00～20:50
●対象者　　　小学生～一般
●代表　　　　長江　忠彦
●指導員　　　清水　洋介、井入　延貴
●設立年度　　昭和55年

社少



吹田市日本拳法連盟　洗心館教室
「技の真髄は円にあり」をモットーに空乱、
防具練習で教えています。
●道場の場所　吹田市立武道館　洗心館

吹田市山田北2-1
●電話　　　　06ー6877ー6211
●E-Mail　　　suitasenshinkan@yahoo.co.jp
●URL　　　　http://www12.plala.or.jp/sammyshop/
●練習時間帯　毎週　月・木　少年部　18:30～19:45

　　　　　　　一般部　19:30～20:45
●対象者　　　小学生～一般社会人
●代表　　　　阪上　繁弘
●指導員　　　芦高　政之、友田　洋司
●設立年度　　平成2年

社少

近畿ブロック　大阪府

吹田市日本拳法連盟　千里山教室
武道の礼儀、礼節を教え、心身共に健全な精
神を育成する。
●道場の場所　千里山佐井寺図書館多目的室

吹田市千里山松ヶ丘25番2号
●電話　　　　090ー1134ー9073
●E-Mail　　　ganchan75@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　金曜日　18:30～20:45

　　　　（盆正月は休む場合有）
●対象者　　　小学、中学、高校、大人全般
●代表　　　　酒井　富義
●指導員　　　杉林　勇
●設立年度　　昭和59年

社少

吹田市日本拳法連盟　南吹田教室
人に優しく　自分に厳しく　大和心
南吹田
●道場の場所　南吹田市民体育館

吹田市南吹田5-34-1
●電話　　　　06ー6386ー7050
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.nihonkempo.net/
●練習時間帯　毎週　火・金　18:30～20:45
●対象者　　　小学生～大人
●代表　　　　山口　修
●指導員　　　山口　大輔、津田　晴康、岡田　博幸

曽根　忠勝、山口　陽平
●設立年度　　平成2年

社少



吹田市日本拳法連盟　目俵教室
文武両道。厳しい将来に向って強い心と
柔軟な頭脳を作るのを目標に。
●道場の場所　目俵市民体育館

吹田市目俵町1-11
●電話　　　　06ー6878ー4122
●E-Mail　　　medawara@studiowith.com
●URL　　　　http://www.studiowith.com/medawara/
●練習時間帯　毎週　木・日　19:00～20:50
●対象者　　　少年年長～一般
●代表　　　　長江　和子
●指導員　　　西村　直樹、野田　浩一
●設立年度　　平成9年

社少

近畿ブロック　大阪府

摂津市日本拳法連盟　摂津道場
心身の鍛錬に護身術の習得に！

●道場の場所　摂津市正雀１－１－１
摂津市立味舌スポーツセンター内

●電話　　　　０６－６３８１－６７６７
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火曜日　19:00～21:00
●対象者　　　中学生以上の男女
●代表　　　　小西　浩
●指導員　　　西岡　良章
●設立年度　　昭和60年９月

社

吹田市日本拳法連盟　山田教室
気発を観じて未発を討つ：究極の奥義上到
達の要締「無心」
●道場の場所　山田市民体育館　吹田市山田西3-84-1
●電話　　　　06ー6876ー8855
●E-Mail　　　ganchan75@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・金　少年部　18:15～

　　　　　　　一般部　19:30～
●対象者　　　少年：年長～中学／一般：中学～
●代表　　　　前屋舗　弘之
●指導員　　　家本　健司、蒲田　新
●設立年度　　昭和61年

社少



日本拳法　拳秀會
健全な身体と健全な心を養い, 文武一元を旨と
する,『道』の追求に潜心する場と しております。

●道場の場所　（現在）大阪工業大学 
体育館内(第三練習場)

●電話　　　　06ー6355ー1333(山尾)
●E-Mail　　　yamao＠occn.zaq.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　午後～
●対象者　　　学生及び社会人
●代表　　　　山尾　英一
●指導員　　　OB関係者
●設立年度　　

社

近畿ブロック　大阪府

日本拳法　拳武会
３０代、40代の楽しい仲間がいる
道場です。
●道場の場所　大阪狭山市立総合体育館武道場
●電話　　　　080ー3778ー2278（岡本）
●E-Mail　　　kumajirou@leto.eonet.ne.jp
●URL　　　　view_community.pl?id=3024000(mixiｺﾐｭﾆﾃｲ）
●練習時間帯　毎週　日曜日　09:00～12:00
●対象者　　　社会人
●代表　　　　岡本　隆馬
●指導員　　　矢田　敬数
●設立年度      昭和60年6月　　

社

日本拳法・拳親会本部道場
個性豊かな元気な平野の街づくり
　～主催：関西大学拳親会～
●道場の場所　大阪市平野区平野西３－４－７

大阪市立摂陽中学校内格技室
●電話　　　　０６－６７９３－４１３５（宮崎）

０９０－２１１９－４９１１
●E-Mail　　　m-fumio65@docomo.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日

小・中学年　　　　     18:30～19:30
高・大学生、一般社会人18:30～20:30

●対象者　　　小学年～一般・社会人
●代表　　　　宮崎　文雄
●指導員　　　石本　聡（師範）他１４名
●設立年度　　平成22年6月（新規オープン）

社



日本拳法明生館
日本拳法八要の習得、向上に励み格調高い
人間形成を目指す。
●道場の場所　堺市立若松台小学校

狭山市立南第二小学校
●電話　　　　０７２－３６８－２９５７
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木 　19:00～21:00（若松台）

毎週　土曜日　19:00～21:00（南第二）
●対象者　　　幼年～社会人
●代表　　　　川東　祐幸
●指導員　　　染東　吉、柳澤照夫
●設立年度　　平成１０年４月

社少

近畿ブロック　大阪府

パナソニック（株）日本拳法部
心身の鍛錬、体力増強など各人の目標に合
わせ楽しく活動しています！
●道場の場所　大阪府門真市松生町1-15 
●電話　　　　06ー6906ー2353(塚田）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:00～20:00

毎週　土曜日　10:00～12:00
●対象者　　　会社関係者
●代表　　　　吉田　公三
●指導員　　　西田　弘幸、久米　元雄、塚田　誠
●設立年度　　昭和52年1月12日

実

初芝立命館高等学校
初心者・女子大歓迎！ 誰でも楽しく安全に
強くなれる武道です。
●道場の場所　体育館柔道場
●電話　　　　０７２－２３５―３９００
●E-Mail　　　m_kawamoto@htsb.ed.jp
●URL　　　　http://www:hatsushiba.ed.jp./ritsumeikan/
●練習時間帯　月火木金　16:00～19:00

土曜日　　13:00～16:00
●対象者　　　高校生
●代表　　　　川本　正人
●指導員　　　深山　陽生
●設立年度　　昭和４７年４月

高



東大阪大学柏原高等学校
春夏通算12回の全国制覇!! 壊れない体
と挫けぬ心が目標!! 男子校です。　押忍。
●道場の場所　大阪府柏原市本郷５丁目９９３番地

拳法道場
●電話　　　　０７２－９７２－１５６５
●E-Mail　　　kenpo.kashiwara.hs@gmail.com
●URL　　　　http://www.kashiwara.ed.jp
●練習時間帯　毎週　月～金　15:30～18:30

第1、3土曜日　09:00～12:00
●対象者　　　高校男子
●代表　　　　二見　友浩
●指導員　　　村元　俊介
●設立年度　　

高

近畿ブロック　大阪府

枚方市民拳法の会
発会57年の伝統と枚方体育協会加盟
50年の実績
●道場の場所　枚方市立小学校体育館他
●電話　　　　072ー848ー2662
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・木・土・日
●対象者　　　幼児～高齢者まで
●代表　　　　会長　奥野　彦文
●指導員　　　大音　正明　他6名
●設立年度　　昭和30年4月

社

箕面市日本拳法連盟
一人一人の自主性を重んじ、厳しい中にも
暖かい道場作りを目指しています。
●道場の場所　箕面市第一武道場

箕面市新稲3-12-1
●電話　　　　０７２０－２１－７９７９
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.eieioh.com/nikken/
●練習時間帯　毎週　金曜日　19:００～２1:00
●対象者　　　社会人のみ、高校生から社会人
●代表　　　　橋本　公三
●指導員　　　中村、中林、峰地、吉龍
●設立年度　　昭和５７年４月

社



桃山学院大学
部員一同、一致団結し、個々の能力を高める
べく、日々精進しております。
●道場の場所　大阪府和泉市まなび野１－１ 柔道場
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　 17:00～19:00

毎週　土曜日　11:00～13:00
●対象者　　　大学生
●代表　　　　馬場　巌
●指導員　　　松井　栄児
●設立年度　　

学

近畿ブロック　大阪府

ＩＭフーズ (株 )

大阪市交通局　日本拳法部

社茨木市日本拳法連盟

大阪市立美津島中学

大阪商業大学

大阪商業大学高等学校 高

大阪市立大学

学

学

実

実

少



高

大阪市立大学日本拳法部OB会 社

大阪体育大学浪商高等学校

大阪体育大学 学

近畿ブロック　大阪府

大阪電気通信大学

開成館香里

大阪府警本部　日本拳法部

近畿大学泉州高等学校

啓光産業日本拳法部

拳聖会 (大阪産業大学日本拳法部ＯＢ会）

高

（株）興永テクノス

社

学

実

実

実

少



高

鴻池組日本拳法部

真誠塾真武館

四天王寺羽曳丘高等学校

近畿ブロック　大阪府

実

少

信太山自衛隊　日本拳法部

住吉高等学校

真武館

聖拳クラブ（桃山学院大学日本拳法部OB会）

総合警備大阪日本拳法部

天道会

高

藤友クラブ

社

社

社

社

社

実

実



高長尾台高等学校

社

( 株 ) 日研工業所日本拳法部

楠州會

近畿ブロック　大阪府

実

日本拳法開成館

日本拳法洪游会富田林支部

日本拳法貝塚研修会

日本拳法十三同志会

日本拳法　新風会

日本拳法　誠豪

日本拳法　赤心会

社

社

社

社

少

社少

社少

少



日本拳法仏光振武会 社

社拍翔会（柏原高校OB会）

日本拳法マルハン貝塚道場

近畿ブロック　大阪府

実

（株）明倫産業　日本拳法部

桃山学院高等学校

実

高
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