
番号 協会名 連絡者名 E-mail 連絡先 〒 住所 住所２ TEL

1 北海道 川岸　剛 g.kawagisi@sapporoshinyo-h.ed.jp; isao@r7.dion.ne.jp; tkm-seikotsuin@hotmail.co.jp 勤 005-0005 札幌市南区澄川5条7丁目1-1 札幌新陽高校 011（821）6161

2 青森県 佐藤　英一 spem57d9@wine.ocn.ne.jp 勤 033-8666 三沢市桜町1丁目1-38　 三沢市役所建設部都市整備課内 0176-53-5111内273

3 岩手県 山中　寿行 welove-hockey@town.iwate.iwate.jp 勤 028-4395 岩手郡岩手町大字五日市10-44 岩手町教育委員会事務局内 0195(62)2111内345

4 宮城県 鈴木　隆之 miyagi_hockey@yahoo.co.jp 自 987-2221 宮城県栗原市築館字下待井59-136 090-4042-9363

5 秋田県 平柳　昌樹 chosei@town.ugo.lg.jp 勤 012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 羽後町教育委員会内 0183(62)2111内514

6 山形県 斎藤　誠 saitomakoto@town.kawanishi.yamagata.jp 勤 999-0193 東置賜郡川西町大字上小松1567番地 川西町役場　地域整備課 0238(42)6653

7 福島県 遠藤　浩太郎 endou.koutarou@fcs.ed.jp 勤 963-6123 東白川郡棚倉町関口字一本松24-1　 棚倉町総合体育館内 0247(33)3160

8 茨城 岸　敏明 kishi.toshiaki@jaea.go.jp 勤 319-1195 那珂郡東海村白方白根2-4 日本原子力研究開発機構　原子力科学研究所　研究炉加速器管理部　研究炉利用課内 029(282)6408

9 栃木県 若林　勝己 katsumi-w@city.nikko.lg.jp 勤 321-1292 日光市今市本町１ 日光市教育委員会内 0288（21）5183

10 群馬県 酒井　忠 gha_office@yahoo.co.jp 勤 379-1313 利根郡みなかみ町大字月夜野591　 利根商業高校 0278(62)2116

11 埼玉 阿久津　智弘 taiiku@city.hanno.lg.jp 勤 357-8501 飯能市双柳1-1 飯能市役所　スポーツ課 042(972）6028

12 千葉県 久保木　学 gaku_kbk@yahoo.co.jp 勤 298-0004 いすみ市大原7985 県立大原高校内 0470（62）1171

13 （一社）東京都 一川　邦彦 tokiohockey@gmail.com; kunihiko_ichikawa@a05.itscom.net; kannoyoshiya@gmail.com 協 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館503号室内 03（3460）4310

14 神奈川県 牧島　秀夫 hid313m@yahoo.co.jp;oya.nobuko.ma@m-chemical.co.jp 自 242-0002 大和市つきみ野8-14-3 つきみ野スカイハイツ502 046（273）1874

15 山梨県 杤原　伸幸 info@npoysa.org 勤 400-0214 南アルプス市百々3468-65 NPO山梨県スポーツアカデミー内 055（285）4650

16 長野県 柴田　稔 mino0112ru@aj.wakwak.com 勤 399-4192 駒ケ根市赤須町20-1 駒ヶ根市役所内 0265(83)2111内320

17 新潟県 松田　章 matsuda.akira@nein.ed.jp 勤 953-0044 新潟市西蒲区巻乙30-1 県立巻高等学校内 0256(72)2351

18 富山県 西永　毅 nishinaga-takeshi@tym.ed.jp; h.numada@oyabe-sc.com 勤 932-8540 小矢部市西町6-33　 県立石動高校 0766(67)0222

19 石川県 戸野　陽介 tono@town.shika.lg.jp 勤 925-0498 羽咋郡志賀町富来領家町甲の10番地 志賀町役場　富来支所　地籍調査室内 0767(42）1111

20 福井県 渡辺　大作 te-matsumura@town.echizen.lg.jp 自 910-0808 福井県福井市舟橋3丁目606-1 0778(34)8730

21 静岡県 杉山　龍児 ryu832hunny@yahoo.co.jp 自 411-0903 駿東郡清水町堂庭113-3 055(971)5354

22 （一社）愛知 川西　宏和 kawanisi.hr@nagoya-c.ed.jp; kawanisi0614@yahoo.co.jp 協 450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目2-11 ナビタ名灯ビル 052（856）1511

23 三重県 幸田　至章 ko-da@mecha.ne.jp 自 510-0226 鈴鹿市岸岡町1700-159 059(386)7001

24 岐阜県 長尾　美和 gifu_hockey_association@yahoo.co.jp 協 504-0924 各務原市下切町6-1-4 川崎重工ホッケースタジアム内 0583(80)2211

25 滋賀県 岩山　幸太郎 ibuki-sports16@zb.ztv.ne.jp; junji@zc.ztv.ne.jp 勤 521-0314 米原市春照77 伊吹山麓青少年総合体育館内 0749(58)1155

26 京都 山内　善博 kyotohockey@lovestick.net 勤 622-0392 船井郡京丹波町橋爪桧山49番地 京丹波町役場　瑞穂支所内 0771(86)0150

27 大阪 千野　雅人 m-senchan@semboku-y.osaka-c.ed.jp; senchan622@yahoo.co.jp 自 599-8241 大阪府堺市中区福田546-2 090-1672-5603

28 兵庫県 岡花　宏明 okahana-hiroaki@gw.city.sasayama.hyogo.jp 勤 669-2397 丹波篠山市北新町41　 丹波篠山市役所内 079(552)1111

29 奈良県 花谷　真 narahockey2018@gmail.com 自 632-0073 橿原市上品寺町2-1 ウィルコート八木803

30 和歌山県 楠木　賢史 kusuki-k001@wakayama-c.ed.jp 勤 649-0304 有田市箕島55 箕島高等学校内 0737（83）2155

31 鳥取県 平木　与志智 hiragi-d206@hi.enjoy.ne.jp;hiragi-y@town.yazu.tottori.jp 自 680－0445 八頭郡八頭町大門206番地 0858-72-0613

32 島根県 阿合　勝美 ago@okuizumo.ne.jp 自 699-1941 仁多郡奥出雲町大馬木287 090-9063-0022
33 岡山県 佐倉　信吾 hockey_okayama@yahoo.co.jp 自 709-0841 岡山市東区瀬戸町万富395-14 086(953)0939

34 （一社）広島県 柳田　剛志 h.h.a@sky.megaegg.ne.jp; tamu007@go6.enjoy.ne.jp 自 734-0014 広島市南区宇品西2丁目2-33 090(1680)9814

35 山口県 石川　耕司 k.ishikawa@tkosan.co.jp 自 745-0302 周南市大字鹿野上2825-12 0834(68)6770

36 香川県 植田　真仁 ueta.masato.mf@m-chemical.co.jp 勤 762-8510 坂出市番の州町1 三菱ケミカル㈱坂出事業所 0877(46)6571

37 徳島県 安本　忠義 yasumoto_tadayoshi_1@mt.tokushima-ec.ed.jp 勤 774-0045 阿南市宝田町今市中新開10-6 県立阿南工業高校内 0884(22)1408

38 愛媛県 中村　哲也 info@namer.co.jp 自 791-1106 松山市今在家町3-7-19 089（957）1333

39 高知県 竹村　順二 junji_takemura@kt3.kochinet.ed.jp 勤 780-8010 高知市桟橋通2丁目11-6 高知工業高校 088（831)9171

40 福岡県 末松　大樹 suematsu243936@yahoo.co.jp 自 752-0972 山口県下関市長府古江小路町2-13

41 佐賀県 川原　邦弘 i-hockey@kbh.biglobe.ne.jp 自 848-0021 伊万里市大坪町甲2315-37 0955(23)6332

42 長崎県 白和　広樹 nagasaki.hockey@gmail.com 勤 859-3614 東彼杵郡川棚町中組郷1506 川棚町教育委員会内 0956(82)2064

43 熊本県 木村　敏夫 toshichihi0903@nifty.com; 自 862-0975 熊本市新屋敷3丁目15-11-202号 096(248)7603

44 大分県 幸野 弘靖 tomaboy09@yahoo.co.jp 自 879-4404 大分県玖珠郡玖珠町大字森12-1 イーストハイツB-102

45 宮崎県 冨山　喜正 yoshi103@mb.infoweb.ne.jp 勤 882-0863 延岡市緑ヶ丘1-8-1 県立延岡工業高校内 0982（33）3323

46 鹿児島県 安倍松　隼己 kg-hokyo@leo.bbiq.jp 自 891-1304 鹿児島市本名町474-2 099(294)2875

47 沖縄県 玉城　智也 okinawa_hockey@nakijin.jp 勤 905-0401 国頭郡今帰仁村字仲宗根231番地 今帰仁村教育委員会　学校教育課 0980(56)2645
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