
№ 都道府県名 担当者 メールアドレス 電話 携帯

1 （一社）北海道柔道連盟 大川原洋 supporojudo@yahoo.co.jp 011-376-1677(札幌柔道連盟） 080-1863-2591

2 青森県柔道連盟 岩本浩也 ganchan3555@gmail.com 090-7330-6244

3 岩手県柔道連盟 中嶋　敦 yawara72an@gmail.com 090-9036-5958

4 宮城県柔道連盟 平間哲雄 mg.judorenmei@jupiter.ocn.ne.jp 022-715-1660(宮城県柔道連盟） 090-8781-3284

5 秋田県柔道連盟 藤原淳一 info@akita-judo-federation.com 018-874-9790(秋田県柔道連盟） 090-5236-8389

6 山形県柔道連盟 縄野一史 abusan23@gmail.com 090-8505-8908

7 福島県柔道連盟 滝沢伸祐 takizawa.shinyou@gmail.com 024-557-3760 080-1844-9450

8 茨城県柔道連盟 沼尻鉄也 amx01786@mail2.accsnet.ne.jp 029-857-5130 090-2544-0326

9 栃木県柔道連盟 鈴木賢一 office@tochigi-judo.jp 028-678-3522（栃木県柔道連盟） 090-4844-0693

10 群馬県柔道連盟 小畑弥富 gunmajudojimukyoku01@gmail.com 090-8809-1282

11 埼玉県柔道連盟 井上博満 judo@saijuren.jp 048-822-5891（埼玉県柔道連盟） 090-5565-1240

12 千葉県柔道連盟 石井兼輔 yawara_chiba@vanilla.ocn.ne.jp 090-2154-8482（千葉県柔道連盟）

13 神奈川県柔道連盟 御嶽知昭 kanagawaken.judo.contact@gmail.com 050-3637-6062（神奈川県柔道連盟）

14 山梨県柔道連盟 窪川正彦 karate.9696-hakushinkai.@docomo.ne.jp 090-4847-6097

15 （公財）東京都柔道連盟 小野瀬雅幸 onose@tojuren.or.jp 03-3818-5639（東京都柔道連盟） 080-3505-5747

16 新潟県柔道連盟 河内　亮 kawachi403@nihonbunri.ed.jp 025-260-1000（日本文理高校） 090-8843-4741

17 長野県柔道連盟 中澤俊明 daisuki-pocky@palette.plala.or.jp 090-8980-3428

18 富山県柔道連盟 平田裕康 rijityou-ms@judo-toyama.jp 080-4575-6318

19 石川県柔道連盟 南谷直利   n-minamitani@hokuriku-u.ac.jp 076-229-6086

20 福井県柔道連盟 川口　稔 judo-man@mx2.fctv.ne.jp 090-3152-7710

21 静岡県柔道協会 梶原和洋 shizuokajudo5803@yahoo.co.jp 090-1832-9084

22 （一社）愛知県柔道連盟 松本宜子 judo-aichi@crest.ocn.ne.jp 052-654-8228（愛知県柔道連盟）

23 岐阜県柔道協会 八代洋一 gifu.judo.kyokai0805@themis.ocn.ne.jp 058-275-5313（岐阜県柔道協会） 090-1560-0313

24 三重県柔道協会 松田　元 kyjudoclub@gmail.com 0597-89-6341 090-1416-0513

25 滋賀県柔道連盟 古野修治 judo.shiga@gmail.com 080-3806-1169

26 京都府柔道連盟 友成修治 fujuren@canvas.ocn.ne.jp 045-644-6235（京都府柔道連盟） 090-3657-6622

27 大阪府柔道連盟 岡田龍司 osakahujudorenmei@silk.ocn.ne.jp 06-6964-5553(大阪府柔道連盟）

28 兵庫県柔道連盟 水谷久夫 mizutani.1948@outlook.jp 079-274-1152 080-5711-3724

29 奈良県柔道連盟 古賀正成 narajudo_compliance@yahoo.co.jp 0743-62-1315  （奈良県柔道連盟） 070-1774-3515

30 （公財）和歌山県柔道連盟 辻　誠造 wakayama.judo.compliance@gmail.com 073-431-7836（和歌山県柔道連盟） 090-3358-7988

31 鳥取県柔道連盟 田口英和 eito-momo@wi.kualnet.jp 0857-53-4191（鳥取刑務所） 090-1012-7029

32 島根県柔道連盟 南波利治 nambajudo110@gmail.com 090-7123-0501

33 岡山県柔道連盟 藤本　誠 mfujimoto@mw.kawasaki-m.ac.jp 090-2869-4089

34 広島県柔道連盟 花本幸次 juren34@ms8.megaegg.ne.jp 082-222-6446（広島県柔道連盟） 090-1183-5407

35 （一社）山口県柔道協会 永冨明彦 yjk@c-able.ne.jp 083-924-9510（山口県柔道協会）

36 香川県柔道連盟 河野一樹 kurikaji86@yahoo.co.jp 087-898-1117 090-1003-9270

37 徳島県柔道連盟 安岡計治 kjmatotoro@gmail.com 090-1170-8656

38 （一財）愛媛県柔道協会 大西　誠 ejk.home6999@luck.ocn.ne.jp 089-945-6999（愛媛県柔道協会） 090-1572-7173

39 高知県柔道協会 寛藤次男 tsugio1734@gmail.com 090-3787-6755

40 福岡県柔道協会 野口博之 fukuoka_judo_club@yahoo.co.jp 092-714-1558(福岡県柔道協会）

41 佐賀県柔道協会 宮崎　豊 miyasaga33427@yahoo.co.jp 090-4356-5024

42 長崎県柔道協会 近藤辰正 tatu3931@yahoo.co.jp 090-1085-5061

43 熊本県柔道協会 伊東　隆 kumamotojudo@themis.ocn.ne.jp 096-381-9091（熊本県柔道協会） 090-1088-3251

44 大分県柔道連盟 中島洋文 youbun.n.1108@gmail.com 090-4348-7848

45 宮崎県柔道連盟 矢野賢悟 m-kenjuren@theia.ocn.ne.jp 0985-74-7123（宮崎県柔道連盟）

46 （公財）鹿児島県柔道会 山崎逸郎 kagoshima-judokai@y2.dion.ne.jp 099-222-7770（鹿児島県柔道会）

47 沖縄県柔道連盟 横田三四郎 yokotasa@open.ed.jp 090-4517-8543

       都道府県柔道連盟（協会）相談窓口担当者
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