
団体名 監督 電話番号

青山学院大学 深宮優 03-3409-8111

岩手医科大学 橘雅洋 019-651-5111

関東学院大学 加藤正義 045-781-2001

慶唐義塾大学 大田豪 03-3453-4511

國士舘大学 高橋秀和 03-3411-1648

駒渾大学 小野玲治 03-3418-9111

淑徳大学 倉庫和行 043-265-7331

専修大学 小泉啓次朗 03-3265-5973

千葉工業大学 椿等 047-475-2111

中央大学 土屋光武 0426-74-2111

東海大学 平田直人 0463-58-1211

東洋大学 小高幹彦 03-3945-7224

日本大学 鈴木忠 03-5275-8110

日本大学工学部 山ロ真二 024-956-8600

法政大学(多摩) 原田尚紀 042-783-2091

北海道大学 山根康隆 011-716-2111

明治学院大学 堀越浩治 03-5421-5111

明治大学 高村潤 03-3296-4545

酪農学園大学 兼田達朗 011-388-4158

立教大学 長沼英輔 03-3985-2255

立正大学 越川義和 03-3492-2681

早稲田大学 神川紀信 03-3203-4141

愛知大学 長井千秋 0532-47-4111

愛知学院大学日進学舎 廣田和也 0561-73-1111

愛知学院大学楠元学舎 竹内一夫 052-751-2561

朝日大学 岡俊男 058-329-1111

名城大学 篠田四郎 052-832-1151

名古屋大学 小池晃彦 052-789-5111

名古屋商科大学 小野裕二 0561-73-2111

名古屋学院大学 上田幸則 0561-42-0333

名古屋市立大学 鈴木洋達朗 052-853-8005

名古屋工業大学 下田晋作 052-735-5235

三重大学 酒井恵子 059-232-1211

松本歯科大学 池谷徹 0263-51-2216

中部大学 平田豊 0568-51-1111

豊橋創造大学 大野善隆 050-2017-2101

鈴鹿医療科学大学 三浦俊宏 059-383-8991

芦屋大学 西光晴彦 0797-23-0661

追手門学院大学 植木順也 072-641-9614

大阪学院大学 岡田晃 06-6381-8034

大阪経済大学 竹原林太郎 06-6328-2431

大阪工業大学 山尾英一 06-6954-4079

大阪産業大学 川添伸昭 072-875-3001

大阪歯科大学 服部哲也 072-864-3111

大阪商業大学 平見和也 06-6781-0381

全日本学生拳法連盟

郵便番号 住所

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4-4-25

〒020-0023 岩手県盛岡市内丸19-1

〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦束1-50-1

〒108-0073 東京都港区三田2-15-45

〒155-0033 東京都世田谷区代田5-16-23

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢1-23

〒260-0812 千葉県千葉市中央区大巌寺町200

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-8

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1

〒192-0351 東京都八王子市東中野742-1

〒259-1207 神奈川県平塚市北金目1117

〒112-0001 東京都文京区白山5-28-20

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-24

〒963-0065 福島県郡山市田村町徳定字中河原１

〒194-0211 東京都町田市相原町4342

〒060-0810 北海道札幌市北区北10条西７T目

〒108-0071 東京都港区白金台1-2-37

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-1

〒069-0836 北海道江別市文京台緑町582番地

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-34-1

〒141-0032 東京都品川区大崎4-2-16

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-6-1

〒441-8108 愛知県豊橋市町畑町1-1

〒470-0131 愛知県日進市岩崎町阿良池12

〒464-0037 愛知県名古屋市千種区楠元町1-100

〒501-0223 岐阜県瑞穂市穂積1851

〒468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地

〒464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町

〒470-0111 愛知県日進市米野木町三ケ峯

〒480-1214 愛知県瀬戸市上品野町1350

〒467-0001 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１

〒514-0102 三重県津市栗真町屋町1577

〒399-0704 長野県塩尻市広丘郷原1780

〒564-0011 吹田市岸辺南2-36-1

〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200番地

〒440-8510 豊橋市牛川町松下20-1

〒510-0293 三重県鈴鹿市岸岡1001-1

〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町

〒573-1121 枚方市楠葉花園町8-1

〒577-0036 東大阪市御厨栄町4↓10

〒533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8

〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1

〒574-8530 大東市中垣内3↓1

〒659-8511 芦屋市六麓荘13-22

〒567-8502 茨木市西安威2↓15



団体名 監督 電話番号

大阪市立大学 丹下敏幸 06-6605-2101

大阪体育大学 榎並伸弥 072-453-7002

大阪電気通信大学 湯川剛生 072-824-1131

大阪府立大学 岡秀紀 072-252-1161

岡山商科大学 国塩幸平 086-252-0447

関西外国語大学 吉田恭徳. 072-851-1848

関西大学 藤川良典 06-6368-1121

関西学院大学 桐田清 0798-54-6112

京都産業大学 山川幸雄 075-705-1513

近畿大学 石津雅之 06-6721-2332

甲南大学 筒井滋 078-431-4341

神戸大学 巽善明 078-881-2189

高野山大学 森本容正 0736-56-2922

四国大学 前田忠彦 0886-65-1300

四天王寺大学 桝田貴祐 072-956-3181

同志社大学 村山守 0774-65-7979

同志社女子大学 長江和子 0774-65-8414

花園大学 児王泰明 075-811-5181

兵庫県立大学 佐藤紀彦 0792-66-1661

広島大学 前田晃樹 082-257-5555

桃山学院大学 松井栄児 0725-54-3131

立命館大学 井上貴文 075-465-1111

龍谷大学 山川剛史 075-642-1111

流通科学大学 福田恵介 078-794-3555

全日本学生拳法連盟

郵便番号 住所

〒558-8585 大阪市住吉区杉本町3-3-138

〒590-0459 大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1

〒572-0833 寝屋川市初町18-8

〒599-8231 堺市学園町1-1

〒700-0087 岡山市津島京町2-10-1

〒573-1158 枚方市北片鉾町16-1

〒564-0073 吹田市山手町3-3-35

〒662-0891 西宮市上ケ原1↓155

〒603-8555 京都市北区上加茂本山

〒577-0805 東大阪市宝持3-11-35体育会本部

〒658-0072 神戸市東灘区岡本8-9-1

〒657-0013 神戸市灘区六甲台町2-1

〒648-0280 和歌山県伊都郡高野町高野山385

〒771-1192 徳島市応神町古川

〒583-0868 羽曳野市学園前3-2-1

〒610-0321 京都府京田辺市多々羅都谷1-3

〒610-0332 京都府京田辺市興戸

〒604-8456 京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-1

〒671-2201 姫路市書写2167

〒734-8553 広島市南区霞1-2-3

〒594-1152 和泉市まなび野1-1

〒603-8346 京都市北区等持院北町56-1

〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67

〒651-2188 神戸市西区学園西町3-1


