
令和２年度 日本教職員バドミントン連盟 登録一覧

№ 都道府県 会　長 理事長 評議員 事務局 郵便番号 　　事務局住所 事務局電話 緊急連絡先

1 北海道 川口　淳 高橋　尚夫 金子　光 後藤　貴宏 063-0022 札幌市西区平和3条4-2-1　札幌西陵高等学校内 011-663-7121 090-8428-5172

2 青森 八島　隆朗 八島　隆朗 福澤　和史 福澤　和史 037-0005 五所川原市石岡藤巻126-8 090-8635-2564 0173-74-2921

3 岩手 伊藤　張二 佐藤　秀 佐々木　邦夫 柳原　賢 021-0041 一関市赤荻字荻野387-1 0191-23-3096 一関修紅高校

4 宮城 白岩　良治 畑山　辰徳 大沼　良彰 畑山　辰徳 984-0828 仙台市若林区一本杉町1-2 聖ウルスラ学院　英智小・中・高等学校 022-286-3557 090-5592-9468

5 秋田 米川　一郎 茂木　大介 010-1437 秋田市仁井田緑町4番1号　秋田県立秋田南高等学校 018-833-7431 090-6451-1636

6 山形 高橋　克彦 島貫　祥寿 島貫　祥寿 本間　真澄 996-0081 新庄市中道町9-16 0233-22-0013 090-4632-7980

7 福島 橋本　遊二 齋藤　清人 村越　雄太 樋口　智哉 965-0877 会津若松市西栄町4丁目61　福島県立葵高等学校 0242-27-5461 080-1849-2945

8 茨城 緒方　和也 木内　広史 淀縄　将人 淀縄　将人 315-0035 石岡市南台1-8-16 0299-27-1011 090-1055-8184

9 栃木 舘野　政男 小川　民生 大島　正志 小﨑　愛美 323-0820 小山市西城南4-26-1　小山城南高等学校 080-1137-2943 080-1137-2943

10 群馬 北爪　徹 金子　隆男 斎藤　憂子 斎藤　憂子 374-0051 前橋市上細井町2211-3 前橋市立前橋高等学校 027-231-2738 090-9004-9831

11 埼玉 帰山　好和 田部井　秀郎 矢島　貴夫 高崎　道治 343-0806 越谷市宮本町2-244-8 048-966-5640 090-7170-4174

12 千葉 米本　雅男 谷藤　千香 森　俊樹 宮澤　礼 263-0043 千葉市稲毛区小仲台3-7-13　澤田マンション4B 043-271-3155 080-5006-4596

13 東京 水上　英二 須田　和裕 森本　俊彦 森本　俊彦 161-8522 新宿区中落合4-31-1 目白研心中学校高等学校 03-5996-3131 080-4445-8711

14 神奈川 都丸　利幸 吉川　隆明 武井　英樹 北澄　拓央 243-0036 神奈川県厚木市長谷165-2 0463-97-2200

15 新潟 小山　真樹 星野　正 福嶋　康夫 矢代　譲 950-2022 新潟市西区小針4-6-17 090-1692-2203 0258-35-1976

16 富山 佐竹　隆太 高橋　一誠 古畑　明 高橋　一誠 939-0351 射水市戸破1592-6 090-1316-3602 076-432-1250

17 石川 田鶴　直人 髙本　洋 寺西　了 政谷　和俊 920-0964 金沢市本多町2-3-6　石川県立工業高等学校 090-8095-4616 090-8095-4616

18 福井 坂井　茂則 葛葉　昌彦 平井　香充 萬道　尊教 913-0048 坂井市三国町緑ヶ丘4-6-8 0776-76-3830 090-7080-5343

19 山梨 滝川　修 日原　明仁 日原　明仁 日原　明仁 400-0502 南巨摩郡富士川町最勝寺1372　山梨県立増穂商業高等学校 0556-22-3185 090-8589-3226

20 長野 荒井　和人 新井　研二 藤澤　直方 藤澤　直方 382-0097 須坂市須坂1616　長野県須坂創成高等学校 026-245-0103 090-7737-0728

21 岐阜 武藤　芳紀 小原　隆義 黒田　匠馬 武藤　芳紀 502-0071 岐阜市長良178-5 058-232-8958 090-8473-4295

22 静岡 吉原　隆 中村　富美子 植田　恵子 重本　俊介 424-0818 静岡市清水区江尻町14-63　静岡市立清水江尻小学校 054-366-6010 090-1298-2348

23 愛知 佐藤　荘二 原　賢一 佐藤　雅史 原　賢一 509-0121 岐阜県各務原市鵜沼台5-84 058-370-4590 090-3423-5711

24 三重 服部　久生 平田　欽也 服部　久生 齋藤　有矢 514-0114 津市一身田町 2843　髙田中・高等学校 059-232-2004 090-6643-1739

25 滋賀 高嶋　敬治 北橋　進 上田　晋也 小田　知則 520-0113 大津市坂本4-3-1 比叡山中学校 090-2285-7526 090-2285-7526

26 京都 上野　孝雄 山本　裕幸 中村　稔 山口　公洋 617-0843 長岡京市友岡1－1－1　乙訓高等学校 075-951-1008 090-5063-1432

27 大阪 北川　唯雄 中村　康正 当山　哲司 中村　康正 574-0001 大東市学園町6-45　四条畷学園高等学校 072-876-1327 090-7130-1644

28 兵庫 戸井　孝 浪花　和芳 宮本　行庸 浪花　和芳 657-0805 神戸市灘区青谷町3-4-47　松蔭中学校・高等学校 078-861-1105 090-9098-2840

29 奈良 吉村　貞訓 西川　幸佑 千田　宏之 西川　幸佑 630-0225 生駒市東山町211-43 0745-55-0672 090-3872-2576

30 和歌山 山本　慎二 朝稲　拓弥 朝稲　拓弥 朝稲　拓弥 640-8481 和歌山市直川1211－3 080-1453-8796 080-1453-8796

31 鳥取 山本　正人 田貝　太樹也 中島　和也 689-0727 東伯郡湯梨浜町田畑32-1　湯梨浜学園中学校・高等学校 090-7590-6822 090-7590-6822

32 島根 井原　孝夫 青木　聡 森脇　敦志 693-0063 出雲市大塚町764-2　エコクラートＣ号 0853-23-1541 090-4893-4951

33 岡山 平島　秀典 市川　佑 香西　清輝 水舟　一郎 710-1101 倉敷市茶屋町1522-6 086-691-2228 090-9063-4334

34 広島 賀谷　正志 平木　台二郎 中前　好雄 平木　台二郎 720-0843 福山市赤坂町赤坂910番地　福山市立福山中高等学校 084-951-5978 080-5235-4429

35 山口 福永　正一 中野　未千尋 福田　光博 岡本　幸 753-0045 山口市黄金町1-25-1403 083-924-3648 090−7993−1429

36 香川 竹内　秀夫 岡野　佳治 飯野　馨 橋本　仁美 762-0035 坂出市池園町9-23 090-7629-5886 090-7629-5886

37 徳島 西野　昌明 岡佐古　拓也 779-3236 名西郡石井町石井字内谷177-14　桒原孝司気付 088-642-1494

38 愛媛 逸見　寛二 樽島　博幸 逸見　寛二 宇都宮　正多 797-0015 西予市宇和町卯之町2-343セントラルハイツ305 090-5718-1532 090-5718-1532

39 高知 竹村　盡直 川添　周三 川添　周三 山下　和史 780-8039 高知県高知市東石立町160番地　高知県立高知北高等学校 088-832-2182 090-1004-6796

40 福岡 平田　勝敬 日髙　義治 日髙　義治 日髙　義治 818-0111 太宰府市三条1-19-11 092-929-5575 090-9583-8658

41 佐賀 大野　信義 森　祐二 八谷　晋平 森　祐二 841-0056 鳥栖市蔵上3-185 0942-83-8215 090-9653-4878

42 長崎 里脇　清隆 大浦　恒一郎 小川　量平 850-0834 長崎市上小島1-11-8　鶴鳴学園　長崎女子高等学校 095-826-4321 090-6896-5785

43 熊本 木村　洋一郎 水野　修身 板井　宏基 板井　宏基 860-0832 熊本市萩原町17-22-308 096-378-4847 090-1080-5038

44 大分 谷上　和年 松本　芳郎 豊田　悟 松本　芳郎 877-1351 日田市三の宮1-1526-2 090-1084-4468 0973-22-5507

45 宮崎 山内　勇紀 田原　秀憲 880-0023 宮崎市和知川原3-24　宮崎商業高等学校 0985-22-8218 090-3328-3082

46 鹿児島 椎原　和郎 満石　高士 満石　高士 890-0042 鹿児島市薬師1-21-9 津曲学園　鹿児島高等学校 099-255-3211 080-1765-5575

47 沖縄 儀間　清浩 岸本　創 900-0014 那覇市松尾1-21-44　沖縄県立那覇高等学校 098-867-1623 090-7454-6689

昨年度まで

昨年度から変更

徳島 県協会


