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No. 連盟 会長 理事長 事務局長 〒番号 住所１ 住所２ 連盟電話 連盟FAX e-mailアドレス

1 (一社)北海道柔道連盟 山本 典夫 釜澤 大穀 釜澤 大穀 064-0811 北海道札幌市中央区南11条西1丁目5-1 タカイレブンハイム1階 011-206-9906 011-206-9907 doujyuuren_0530@yahoo.co.jp

2 青森県柔道連盟 笹木 正信 （理事長代行）盛　広 （理事長代行）盛　広 036-8155 青森県弘前市中野3-6-10 弘前実業高校内 0172-32-7151 0172-37-2935

3 岩手県柔道連盟 千葉 翠 小黒澤 正智 小黒澤 正智 020-0811 岩手県盛岡市川目町7-22 千葉翠 様方 019-622-5854 019-622-5854

4 宮城県柔道連盟 佐藤 幸二 平間　哲雄 熊谷 清一 984-0816 宮城県仙台市若林区河原町1-2-51 南仙台振興ビル302号室 022-715-1660 022-715-1660 mg.judorenmei@jupiter.ocn.ne.jp

5 秋田県柔道連盟 遠藤 純男 三戸 範之 藤原 淳一 010-0974 秋田県秋田市八橋運動公園1-5  秋田県スポーツ科学センター内 018-874-9790 018-874-9793 info@akita-judo-federation.com

6 山形県柔道連盟 黒田 一彦 縄野 一史 開沼　敏行 990-0037 山形県山形市八日町1-2-5　205ヴェルビュ八日町 縄野一史様方 023-641-8818 023-641-8818 abusan23@gmail.com

7 福島県柔道連盟 守谷　武 滝沢　伸祐 片平　貴司 960-8057 福島県福島市笹木野字萱場東10-3 守谷武様方 024-591-3562 024-591-3562 takizawa.shinyou@gmail.com

8 茨城県柔道連盟 萩原 榮 清水　定明 大芦 昌治 300-4117 茨城県土浦市高岡1400 大芦昌治 様方 029-862-1668 029-862-1668 ibkjudo@gmail.com

9 栃木県柔道連盟 吉田 忠征 鈴木　賢一 森島 堅二 320-0066 栃木県宇都宮市駒生1-1-6 栃木県教育会館2階 028-678-3522 028-678-3522 office@tochigi-judo.jp

10 群馬県柔道連盟 市川　平治 鳥居 吉二 小畑 弥富 370-0052 群馬県高崎市旭町128 鳥居吉二 様方 027-322-5712 027-315-5712 y-torii1192@jcom.home.ne.jp

11 埼玉県柔道連盟 中島 政司 髙栁 和夫 井上 博満 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎内4階 048-822-5891 048-833-8618 judo@saijuren.jp

12 千葉県柔道連盟 石井　一夫 向井　廣志 鈴木 英雄 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-27-9 043-272-9555 043-272-9555 yawara_chiba@vanilla.ocn.ne.jp

13 神奈川県柔道連盟 諸井 三義 御嶽 知昭 田中　寿人 247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内355 グレイス北鎌倉101　田中寿人様方 050-3637-6062 045-330-4097 kanagawaken.judo@gmail.com

14 山梨県柔道連盟 中嶌 和久 米山 徳彦 河野　雄一 406-0015 山梨県笛吹市春日居町鎮目719-1 河野雄一 様方 0553-26-3410 0553-26-3410 jimukyoku@juren-yamanashi.org

15 (公財)東京都柔道連盟 鳥海　又五郎 （専務理事）渡辺 軍三 小野瀬 雅幸 112-0003 東京都文京区春日1-16-30 講道館内 03-3818-4246 03-3818-5644 tojuren@tojuren.or.jp

16 新潟県柔道連盟 立川 克雄 河内　亮 渡邊 久雄 950-2055 新潟県新潟市西区寺尾上6-11-23 立川克雄 様方 025-268-3699 025-268-3699 tachi-ks@ma.tlp.ne.jp

17 長野県柔道連盟 岩下　富夫 中澤　俊明 丸尾　泉 386-0013 長野県上田市中央東4-69 丸尾　泉 様方 090-1103-9838 0268-23-5170

18 富山県柔道連盟 橘川 謙三 平田 裕康 髙瀬 宏 930-2233 富山県富山市布目3525-2 髙瀬 宏 様方 080-4575-6319 076-435-1338 soumu-ms@judo-toyama.jp

19 石川県柔道連盟 上田　重隆 福島 正俊 本出 正博 920-0266 石川県河北郡内灘町大根布5-25 本出正博 様方 076-256-0570 076-256-0570 mamotode@yahoo.co.jp

20 福井県柔道連盟 八本木　通秋 川口　稔 室田　徳三郎 915-0813 福井県越前市京町1丁目2-10 室田　徳三郎様方 0778-23-1062 sasaki88@si.ttn.ne.jp

21 静岡県柔道協会 野田 昭一 左口 直人 梶原 和洋 422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田5-1-1 静岡県体育協会内 090-1832-9084 055-988-3611 shizuokajudo5803@yahoo.co.jp

22 (一社)愛知県柔道連盟 河原 月夫 松本 宣子 山下 成巳 455-0078 愛知県名古屋市港区丸池町1-1-4 052-654-8228 052-654-8229 judo-aichi@crest.ocn.ne.jp

23 岐阜県柔道協会 横山　利春 八代 洋一 日比野　晋 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南1-11-12 水産会館612号 058-275-5313 058-216-1500 gifu.judo.kyokai0805@themis.ocn.ne.jp

24 三重県柔道協会 平賀 秀忠 内村 秀一 内村 秀一 514-2325 三重県津市安濃町田端上野970-37 内村秀一 様方 059-268-0048 059-268-0048 yokanisedon0209@gmail.com

25 滋賀県柔道連盟 河本 英典 古野　修治 小林重和 607-8417 京都府京都市山科区御陵別所町67-11 古野修治様方 075-501-4868 075-501-4868 Jimu01@judo-shiga.com

26 京都府柔道連盟 火箱 保之 古川　博史 友成 修治 601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町70 京都府スポーツセンター内 075-644-6235 075-644-6235 fujuren@canvas.ocn.ne.jp

27 大阪府柔道連盟 高澤　雅樹 岡田　龍司 大川　進 536-0022 大阪府大阪市城東区永田4-15-11 (公財)講道館大阪国際柔道ｾﾝﾀｰ内3F 06-6964-5553 06-6964-5554 osakahu.judorenmei@silk.ocn.ne.jp

28 兵庫県柔道連盟 藤木 崇博 西中 信治 石角 洋子 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通4-1-17 丸中ビル403号室 078-335-1505 078-335-1508 hyogojudo@leaf.ocn.ne.jp

29 奈良県柔道連盟 正木 嘉美 梶原 敏孝 井上 雅次 632-0016 奈良県天理市川原城町358 天理柔道順正館内 0743-62-1315 0743-62-1315 inoue-masatsugu-65@nps.ed.jp

30 (公財)和歌山県柔道連盟 藤村　利行 玉山 晋一 新家 貢 640-8392 和歌山県和歌山市中之島1372 藤村茂記念柔道会館内 073-431-7836 073-431-7836 judo.wakayama.touroku@gmail.com

31 鳥取県柔道連盟 𠮷村　昭吾 稲田  一 田口　英和 680-1192 鳥取県鳥取市下味野719 鳥取刑務所内 0857-53-4191 0857-37-4013 yosimura551101@yahoo.co.jp

32 島根県柔道連盟 山藤 哲夫 南波　利治 三浦　吉治 691-0001 島根県出雲市平田町7118 メゾン・プレアデス201三浦吉治様方 090-5378-3218 yoshiharu09053783218@gmail.com

33 岡山県柔道連盟 今井　國男 高橋　一之 三宅 裕 700-0012 岡山県岡山市北区いずみ町2-1-8 岡山武道館内 086-254-3738 086-254-3738 okajuren@muj.biglobe.ne.jp

34 広島県柔道連盟 川口 孝夫 花本　幸次 花本　幸次 732-0064 広島県広島市東区牛田南1-2-21-101 082-222-6446 082-222-7281 juren34@ms8.megaegg.ne.jp

35 (一社)山口県柔道協会 砂川　利和 山中　博滋 宮﨑　俊彦 753-0871 山口県山口市朝田581-2 083-924-9510 083-924-9510 yjk@c-able.ne.jp

36 香川県柔道連盟 髙木　謙治 河野　一樹 鎌倉 和広 761-0613 香川県木田郡三木町大字上高岡247-15 河野一樹様方 087-898-1117 087-898-1117 kurikaji86@yahoo.co.jp

37 徳島県柔道連盟 川人 芳正 重井　宏文 安岡　計治 770-0851 徳島県徳島市徳島町城内6-101 先田ビル3階 088-602-1100 088-602-1100 tokushima-judo@zc5.so-net.ne.jp

38 (一財)愛媛県柔道協会 大西　誠 長野　敏秀 河田　晋作 790-0952 愛媛県松山市朝生田町7-15-4 二宮物産ビル2F 089-945-6999 089-945-7003 ejk.home6999@luck.ocn.ne.jp

39 高知県柔道協会 久保 雅資 寛籐　次男 藤岡　清志 783-0004 高知県南国市大埇甲2056-12 寛藤次男様方 090-3787-6755 088-863-3755 tsugio1734@gmail.com

40 福岡県柔道協会 藤田 弘明 二宮　和弘 久野 裕久 810-0052 福岡県福岡市中央区大濠1-1-1 福岡武道館内 092-714-1558 092-714-1559 kf-judo@f6.dion.ne.jp

41 佐賀県柔道協会 小形 健二 山口　龍徳 宮﨑　豊 849-0301 佐賀県小城市牛津町乙柳1051-24 宮﨑豊様方 0952-66-1877 0952-66-1877 sagakenjudoukyoukai@yahoo.co.jp

42 長崎県柔道協会 佐原　恭輔 近藤　辰正 近藤　辰正 851-0133 長崎県長崎市矢上町26-23 近藤辰正様方 090-1085-5061 095-839-9003 tatu3931@yahoo.co.jp

43 熊本県柔道協会 河津 修司 伊東 隆 森 有希 862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺5-23-2 熊本武道館内 096-381-9091 096-382-6939 kumamotojudo@themis.ocn.ne.jp

44 大分県柔道連盟 穴井 隆信 矢田　哲司 中島　洋文 870-0851 大分県大分市大石町5丁目3組の2 中島洋文 様方 097-549-2383 097-549-2383 youbun.n.1108@gmail.com

45 宮崎県柔道連盟 鳥居　敏文 矢野　賢悟 吉田　敏一 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1-5-8 グリーンリッチ宮崎501号 0985-74-7123 0985-74-7123 m-kenjuren@theia.ocn.ne.jp

46 (公財)鹿児島県柔道会 北  哲郎 山崎　逸郎 892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町2-21 099-222-7770 099-222-6300 kagoshima-judokai@y2.dion.ne.jp

47 沖縄県柔道連盟 西浜　良光 横田　三四郎 伊志嶺 朝広 902-0077 沖縄県那覇市長田2-5-31-101 アスリートクラブ琉9内 098-851-7186 098-851-7186 athlete-club-ryukyu1@joy.ocn.ne.jp

48 (一社)全日本学生柔道連盟 冲永 佳史 (常務理事）網倉 大介 西川 直好 112-0003 東京都文京区春日1-16-30 講道館本館2階 03-3818-1587 03-3818-1960 gakujuren@gakujuren.or.jp

49 全日本実業柔道連盟 宗岡 正二 橋爪　宗一郎 岡泉 茂 100-8071 東京都千代田区丸の内2-6-1 日本製鉄（株）内 03-6867-2240 03-6867-4907 zenjitsu@jitsujuren.jp

50 （特非）日本視覚障害者柔道連盟 竹下 義樹 （専務理事）遠藤 義安 112-0003 東京都文京区春日1-16-30 講道館本館4階 03-3811-5800 03-3811-5801 judob@joy.ocn.ne.jp

51 (一社)北海道柔道連盟 山本 典夫 釜澤 大穀 釜澤 大穀 064-0811 北海道札幌市中央区南11条西1丁目5-1 タカイレブンハイム 011-206-9906 011-206-9907 doujyuuren_0530@yahoo.co.jp

52 東北柔道連盟 遠藤 純男 三戸 範之 藤原 淳一 010-0974 秋田県秋田市八橋運動公園1-5  秋田県スポーツ科学センター内 018-874-9790 018-874-9793 info@akita-judo-federation.com

53 関東柔道連合会 中嶌 和久 米山 徳彦 400-0118 山梨県甲斐市竜王1823-1 米山徳彦様方 055-276-7888 055-225-3038 yamanashiken.judorenmei@gmail.com

54 (公財)東京都柔道連盟 鳥海　又五郎 （専務理事）渡辺 軍三 小野瀬 雅幸 112-0003 東京都文京区春日1-16-30 講道館内 03-3818-4246 03-3818-5644 tojuren@tojuren.or.jp

55 北信越柔道連盟 立川 克雄 河内　亮 957-8555 新潟県新発田市豊町3-7-6 新発田高等学校内　池裕司様方 0254-22-2008 0254-26-6307 kawachi403@nihonbunri.ed.jp

56 東海柔道連合会 中田　喜代司 八代　洋一 中山 智史 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南1-11-12 水産会館612号 058-275-5313 058-216-1500 gifu.judo.kyokai0805@themis.ocn.ne.jp

57 近畿柔道連盟 藤木 崇博 西中 信治 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通4-1-17 丸中ビル403号室　兵庫県柔道連盟内 078-335-1505 078-335-1508 hyogojudo@leaf.ocn.ne.jp

58 中国地区柔道連盟 今井　國男 （幹事）横山　清嗣 （幹事）藤本　誠 706-0226 岡山県玉野市東七区244番地 玉野光南高等学校　横山清嗣様方 0863-51-2311 0863-51-2414 seiji_yokoyama@pref.okayama.jp

59 四国柔道連盟 大西　誠 長野　敏秀 790-0952 愛媛県松山市朝生田町7-15-4 二宮物産ビル2F　（一財）愛媛県柔道協会内 089-945-6999 089-945-7003 ejk.home6999@luck.ocn.ne.jp

60 九州柔道協会 藤田 弘明 二宮 和弘 久野 裕久 810-0052 福岡県福岡市中央区大濠1-1-1 福岡武道館内 092-714-1558 092-714-1559 kf-judo@f6.dion.ne.jp

61 (公財)全国高等学校体育連盟 柔道専門部 (部長）高澤　雅宏 井上 芳明 121-0063 東京都足立区東保木間2-10-1 東京都立淵江高等学校内 03-3885-6971 03-3860-1308 Yoshiaki_1_Inoue@member.metro.tokyo.jp

62 (公財)日本中学校体育連盟 柔道競技部 （部長）髙橋 健司 近藤 英一郎 176-0021 東京都練馬区貫井2-14-13 練馬区立貫井中学校内 03-3990-6412 03-3577-7998 kenji-judo@almond.ocn.ne.jp
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