
公益社団法人和歌山県体育協会 会　　長　　　仁　坂　吉　伸
事 務 局　　　〒640-8262　和歌山市湊通丁北一丁目2番地の1
　　　　　　　TEL　073-431-3982　FAX　073-433-4408

団　　　　体 会　長 理事長
事務局長

(連絡責任者)
郵便番号 所　在　地 電話番号

一般財団法人和歌山陸上競技協会 大桑　堉嗣
南　　正晃
（専務理事）

宮本　靖弘 641-0014
和歌山市毛見200
紀三井寺公園陸上競技場内

073-444-3662

和歌山県水泳連盟 尾崎　要二 榎本　任志 木下　勝洋 640-8323
和歌山市太田二丁目2番10号
パルポート太田内

073-473-2480

一般社団法人和歌山県サッカー協会 室　　紀男
岡中　純男
（専務理事）

江原　利晴 640-8323
和歌山市太田二丁目14番9
太田ビル205号

073-472-2713

和歌山県テニス協会 長坂　隆司 木村　　順 阪中　　潤 640-8451 和歌山市中639-22 073-454-4755

和歌山県ボート協会 泉　　充治 門　　悌次 門　　悌次 640-8471 和歌山市善明寺140-4 073-452-2161

和歌山県ホッケー協会 二階　俊博 中嶋　淳行 楠木　賢史 649-0304
有田市箕島55
県立箕島高等学校内

0737-83-2155

和歌山県ボクシング連盟 目良　　敏 宮本　昌昭 木村　雅紀 640-8137
和歌山市吹上五丁目6-8
県立きのくに青雲高等学校内

073-422-8402

和歌山県バレーボール協会 田端　　薫 上野　富治 上野　富治 640-8302
和歌山市井辺197-12
上野富治　気付

073-473-3601

和歌山県体操協会 世耕　弘成 田中　清子 尾嵜　隆之 642-0023 海南市重根1288-16 073-487-5038

和歌山県バスケットボール協会 小村　文宏 中澤　　亨 東　　康修 640-8472 和歌山市大谷845-85 073-454-3233

和歌山県レスリング協会 森下　正紀 永野　要祐 出口　一也 648-0086
橋本市神野々809
県立紀北工業高等学校内

0736-32-1240

和歌山県セーリング連盟 中井　國雄 山本　嘉一 中村　和哉 641-0014
和歌山市毛見1514
和歌山セーリングセンター内

073-448-0251

和歌山県ウエイトリフティング協会 宇治田栄蔵 笠松　敏夫 笠松　敏夫 640-8312
和歌山市森小手穂136
県立和歌山東高校等学校内

073-472-5620

和歌山県ハンドボール協会 鶴保　庸介 田中　秀和 山本　隆重 643-0004
有田郡湯浅町湯浅1985
県立耐久高等学校内　後藤真吾気付

0737-62-4148

和歌山県自転車競技連盟 林　　英成 類家　信雄 岡本　　健 640-0115 和歌山市つつじが丘3-25-1 073-454-3553

和歌山県ソフトテニス連盟 松原　秀機 花田　一弥 花田　一弥 640-8453
和歌山市木ノ本487-3
花田　一弥様方

073-453-0079

和歌山県卓球協会 茂原　　治 那須　純一 那須　純一 640-8151
和歌山市九番丁4-1
ラウムズ和歌山九番丁205号室

073-432-6939

和歌山県軟式野球連盟 下川　俊樹 松下　吉秀 阪上　尚雄 640-8152
和歌山市十番丁91
十番丁センタービル6階

073-433-1211

和歌山県相撲連盟 兼田　　守 橋本　　剛 福本　欣弘 640-8248
和歌山市有田屋町5番地
県営相撲競技場内

073-423-0103

和歌山県馬術連盟 樫畑　直尚 平原　一樹 稲田　文昭 640-8442
和歌山市平井507番地
グリーンオアシス内

073-452-6691

和歌山県フェンシング協会 米丘　　健 土谷　雅宏 土谷　雅宏 640-8314 和歌山市神前9-12 090-5150-2121

公益財団法人和歌山県柔道連盟 谷口　久雄
玉山　晋一
（専務理事）

新家　　貢 640-8392 和歌山市中之島1372 073-431-7836

和歌山県ソフトボール協会 二階　俊博 森下　敏彦 丸山　敏文 648-0003 橋本市隅田町山内45 0736-36-4608

和歌山県バドミントン協会 石田　真敏 岩西　壯行 岩西　壯行 649-6235 岩出市西野340番地 0736-62-3646

和歌山県弓道連盟 田中　康雄 神前　　實 田中　克彦 645-0002 日高郡みなべ町芝342-3 0739-72-3898

和歌山県ライフル射撃協会 浦　　純久 伊藤　好幸 河合　　努 640-8036 和歌山市東鍛冶屋町53 073-423-0726

和歌山県剣道連盟 世耕　弘成 中嶋　實矢 田中　　実 640-8329 和歌山市田中町5-4-2 073-432-7760

和歌山県ラグビーフットボール協会 藤田憲太郎 土井　雅史 那須　宏之 640-8286 和歌山市湊御殿1-7-6-703 073-427-7111

和歌山県山岳連盟 小比賀利雄 白子　欽也 宮本　喜樹 641-0062
和歌山市雑賀崎2021-3
白光印刷（株）内

073-446-8880

和歌山県カヌー協会 門　三佐博 入澤　和彦 大濱　幸子 646-0029
田辺市東陽14番
ﾌｧﾐｰﾙｳﾞｨﾗB棟1201　大平修様気付

0739-25-1774

和歌山県アーチェリー協会 世耕　弘成 和田　好史 森　　　毅 649-6215
岩出市中迫380番地
医療法人彌栄会内

0736-61-1551

和歌山県空手道連盟 宇治田栄蔵 津本　延孝 津本　延孝 640-8412
和歌山市狐島385-2
津本　延孝様方

073-451-4802

和歌山県銃剣道連盟 尾崎　要二 和中　　務 和中　　務 640-8431 和歌山市向85 073-453-5606

和歌山県クレー射撃協会 井出　益弘 宮本　　博 宮本　　博 640-8417 和歌山市善明寺1-14 073-456-2388

和歌山県なぎなた連盟 新島　　雄 三浦利枝子 坂東　洲子 641-0033 和歌山市松ヶ丘2-4-25 073-444-6959

和歌山県ボウリング連盟 西田　一善 山上　幸義 山本　　満 640-8432
和歌山市土入73-1
和歌山グランドボウル内

073-451-4161

和歌山県ゴルフ連盟 竹田　信男 井邊　矩男 649-6234 岩出市高瀬141 0736-62-2178

８　公益社団法人和歌山県体育協会加盟団体一覧表
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団　　　　体 会　長 理事長
事務局長

(連絡責任者)
郵便番号 所　在　地 電話番号

和歌山県スキー連盟 矢船　保夫 山本　弘茂 山本　弘茂 649-6565 紀の川市杉原425 0736-73-3723

和歌山県スケート連盟 橋本　　進 池田五十一 池田五十一 641-0044 和歌山市今福5-3-8 073-424-2756

和歌山県アイスホッケー連盟 橋本　　進 木下　嘉博 木下　嘉博 649-0311 有田市辻堂506 0737-82-5788

一般財団法人和歌山県高等学校野球連盟 稲生　　淳
松下　博紀
（専務理事）

松下　博紀
（専務理事）

640-8272
和歌山市砂山南3-3-94
県立和歌山商業高等学校内

073-426-3580

和歌山県綱引連盟 中村　愼司 田村　慶之
狭間　秋友
野村　　馨
（連絡責任者）

640-0415 紀の川市貴志川町長原458-25 0736-64-8055

和歌山県ゲートボール協会 小田　　實 栩野　一美 643-0033 有田郡有田川町明王寺123 0737-23-7576

和歌山県パワーリフティング協会 宇治田栄蔵 梶川　幸朗 保富　泰人 640-8244 和歌山市久右衛門丁38 073-427-0432

和歌山県グラウンド・ゴルフ協会 宮田　栄子 地主　春美 仁坂　吉博 640-8453 和歌山市木ノ本76-47 073-453-5818

和歌山県合氣道連盟 九鬼　家隆 五味田聖二 増尾　　登 649-6206 岩出市堀口109 0736-62-3793

和歌山県日本拳法連盟 橋爪　健二 山崎　　修 岡崎　光代 649-0142 海南市下津町中377 073-492-2228

和歌山県武術太極拳連盟 鶴保　庸介 津毛　　望 辻　　順三 642-0002 海南市日方112-13　津毛　望方 073-482-7570

和歌山県インディアカ協会 阿部克比古 柳岡　英樹 江口　恵子 640-0112 和歌山市西ノ庄197-7 090-8658-2714

和歌山県サーフィン連盟 梅本　利樹 梅本　利樹 松本　佳久 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東793 090-1073-6581

和歌山県オリエンテーリング協会 山下　直也 楠見　耕介 鈴木　正人 640-8444
和歌山市次郎丸147
楠見耕介気付

073-454-1592

和歌山県ペタンク協会 辻内　　曙 岡本　晃記 岡本　晃記 643-0811 有田郡有田川町庄889 090-8826-3866

和歌山県スポーツチャンバラ協会 安田　孝雄 石上　公望 福森　高夫 640-8404
和歌山市十三番丁58
十三番丁ビル2階

073-433-7720

和歌山県バウンドテニス協会 岩崎　誠一 西山　久雄 田尻　和也 640-8301
和歌山市岩橋775
和歌山ヤクルト販売（株）内

073-473-8960

古座川町体育協会 武田　丈夫 滝本 一良 649-4104 東牟婁郡古座川町高池777 0735-72-3344

由良町体育協会 岡　　眞治 岡﨑 誠一 山後 貴史 649-1112
日高郡由良町里1220-1
由良町教育委員会内

0738-65-1800

太地町体育振興協会 宇佐川　彰男 筋師 光博 浦 　直宏 649-5171 東牟婁郡太地町太地3077-13 0735-59-2335

団　　　　体 会　長 理事長
事務局長

(連絡責任者) 郵便番号 所　在　地 電話番号

公益社団法人日本エアロビック連盟 筒井　　昭 知念 かおる 島貫 　啓 140-0011
品川区東大井5-7-10
クレストワン3F

03-5796-7521

海南市カローリング協会 瀬川　禎彦 藤田 眞嗣 打田 　肇 649-0164
海南市下津町上48番地7
方集会所2階

090-9887-8711

公益社団法人日本近代五種協会 鈴木　正孝 那須　　誠 市川 祥宏 150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 03-3481-2393

田辺市キンボールスポーツ協会 田畑　弘吉 馬欠場 小夜子 馬欠場 小夜子 646-0062 田辺市明洋2丁目18-6 090-5162-5381

和歌山県ゲートゴルフ協会 寺本　光嘉 浦 　貴子 640-1243
海草郡紀美野町神野市場217
紀美野町文化ｾﾝﾀｰ学事･生涯学習室内

073-495-9055

公益社団法人日本３Ｂ体操協会関西地区本部 北條 登貴子 植木　祥子 寺杣 圭子 661-0978 尼崎市久々知西町1-4-18 06-7660-0253

和歌山県スポーツ吹矢協会 福原　広次 福原 広次 640-8435 和歌山市古屋29-20 073-455-8705

橋本市ソフトバレーボール協会 和田　晃三 和田 晃三 筒井　伸行 648-0096 橋本市御幸辻770番地98 090-5646-9467

和歌山庭球野球協会 大沼　裕樹 大沼 裕樹 小西 　勉 649-7203 橋本市高野口町名古曽1068番地 0736-42-2690

日本ティーボール協会和歌山県連盟 新島　　雄 木村 竹志 649-0314 有田市野385-2 0737-23-7403

和歌山県フライヤー連盟 村井　啓太 向平 昭良 村井 啓太 649-6413
紀の川市竹房391
ﾕｰﾋﾟｰﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰｽｸｰﾙ内

0736-77-7088

紀美野町パークゴルフ協会 寺本　光嘉 仲尾 元雄 岩田 貞二 640-1192
海草郡紀美野町動木288-4
紀美野町中央公民館 生涯学習課内

073-489-5915

和歌山県ビリヤード協会 黒木　　薫 黒木　 薫 黒木 　薫 649-6252 岩出市安上210 0736-63-2717

和歌山県ビーチラグビー協会 田野　清剛 尾崎 弘和 尾崎 弘和 646-0033
田辺市新屋敷町1番地
田辺商工会議所内

0739-22-5064

美浜町体育協会 濱　　正一 龍神 登志夫 西端 成太郎 644-0044 日高郡美浜町和田1138-177 0738-22-7309

〔参考〕デモンストレーションスポーツ実施競技団体（前記競技団体との重複分は省略）


