
公益財団法人愛媛県体育協会 会　　長　　　大　亀　孝　裕
事 務 局　　　〒790-0843 　松山市道後町二丁目9-14ひめぎんホール別館
　　　　　　　TEL　089-911-1199　FAX　089-911-0234

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 愛媛陸上競技協会 関谷　勝嗣 中山　桂 中野　修
松山市大街道三丁目6-2
岡崎第5ビル　501号

愛媛県水泳連盟 尾﨑　英雄 重松　達夫 早川　浩二
今治市馬越町一丁目5-27
早川　浩二 様方

一般社団法人愛媛県サッカー協会 豊島　吉博 － 井手　一隆
松山市三町三丁目12-13
三町ビル105

愛媛県テニス協会 大塚　岩男 堀川　忠史
（連絡責任者）
堀川　映子

松山市雄郡二丁目9-25　第1石原ビル106
愛媛県テニス協会（事務局担当 乗松恵美）

愛媛県ボート協会 荒木　正美 渡部　大輔 大塚　順也
松山市山西町663番地
新田高等学校内

愛媛県ホッケー協会 蔵原　一郎 中村　哲也 中村　哲也
松山市今在家3-4-34
有限会社ナカムラマーク内

愛媛県ボクシング連盟 八束　正 門田　治 大政　邦弘 伊予郡松前町大字徳丸233-4

愛媛県バレーボール協会 中村　進 神野　和幸 神野　和幸 伊予市下吾川1433

愛媛県体操協会 石原　実 白石　伸三 小池　哲 松山市住吉一丁目3-33

（一社）愛媛県バスケットボール協会 徳永　繁樹
専務理事
石田　素

小笠原　幸男 松山市松末1丁目3番38号ロジュマンＧＨ

愛媛県レスリング協会 村上　要 大北　桂 越智　雅史
今治市河南町一丁目1-36
愛媛県立今治工業高等学校内

愛媛県セーリング連盟 宮崎　光彦 黒川　重男 岡本　治
松山市西垣生町2876番地
松山酸素株式会社内

愛媛県ウエイト リフティング協会 黒川　洋介 小野　正 小野　正
新居浜市田所町3番63号
JA新居浜市内

愛媛県ハンドボール協会 野中　聰 東福　康浩 渡部　靖司
松山市末広町11番地1
愛媛県立松山南高等学校内

愛媛県自転車競技連盟 泉　圭一 二宮　一 槇野　洋介
松山市久万ノ台1112番地
松山聖陵高等学校内

愛媛県ソフトテニス連盟 田坂　信一 越智　朗 尾田　裕明 松山市森松町614-1

愛媛県卓球協会 今井　捷行 松村　干城
（連絡責任者）
門田　忠昭

伊予郡松前町上高柳399-1

愛媛県軟式野球連盟 渡邉　一志 宮内　將 谷口　光一 八幡浜市片山町94-2

愛媛県相撲連盟 森髙　康行 龍山　義弘 岡田　拓郎 西予市野村町野村13-64-2

愛媛県馬術連盟 青木　浩 飯尾　智仁 小林　剛
松山市古川南3-1368
ＭＲＣ乗馬クラブ松山内

愛媛県フェンシング協会 井原　巧 種田　為重
四国中央市三島中央三丁目6番4号
駅前タネダ薬局

（一財）愛媛県柔道協会 河野　賢嗣 山口　奈美 板坂　修一 松山市朝生田町七丁目15-4 二宮物産2階

愛媛県ソフトボール協会 森田　浩治 笹田　嘉雄 芝　正 八幡浜市山越2

愛媛県バドミントン協会 中村　時広 松野木　聡 名智　満 松山市鷹子町628-6

愛媛県弓道連盟 渡邊　豊 松岡　真吾 安部　峰康 宇和島市祝森甲1143-9

愛媛県ライフル射撃協会 稲垣　健次 井上　康 菅　成徳 松山市萱町5-55　サーパス萱町805

愛媛県剣道連盟 三浦　公義 俊野　徹人 馬越　洋治 松山市土居田町56-1　長野ビル205号

愛媛県ラグビーフットボール協会 福澤　敏夫 中矢　博司 徳永　周三
松山市姫原二丁目3-21
NPO法人家族支援フォーラム内

愛媛県山岳連盟 峯本　典寛 武田　豊明 塩崎　浩賢
松山市木屋町二丁目8-2
アクティブ木屋町203号

愛媛県カヌー協会 千葉　徳円 谷野　秀明 松盛　敦
大洲市大洲737番地
愛媛県立大洲高等学校内

愛媛県アーチェリー協会 貞本　和彦 浅海　友弘 芳野　十臣 松山市北久米町596-1　久保ビル302号

愛媛県空手道連盟 須之内　淳二 伊藤　忠徳 矢野　建朗 松山市和泉南二丁目10-27

愛媛県銃剣道連盟 横田　弘之 福田　壽之 岩崎　文彦
松山市南梅本町乙115
第１４特科隊銃剣道訓練隊 内線（415）

愛媛県クレー射撃協会 安田　岸雄 佐々木　哲人 戸田　義男 松山市土橋町13-1

愛媛県なぎなた連盟 久保　素子 木野　昭美 宮田　千寿子
松山市余戸中二丁目6－30
宮田方

愛媛県ボウリング連盟 戒能　潤之介 西森　安正 穴見　規江
松山市宮田町4番地
キスケボウル内

愛媛県ゴルフ協会 井関　和彦 － 山田　昭一
松山市勝山町1-13-4
ダイトー商事ビル２Ｆ

８　公益財団法人愛媛県体育協会加盟団体一覧表

（平成29年3月1日現在）

宮崎　邦宏



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

愛媛県スキー連盟
(会長代理）
青木　優幸

渡部　和典 岩田　博史
松山市勝山町二丁目17-7-201
岩田保険事務所内

愛媛県スケート連盟 金子　公子 井上　清孝 高須賀　太志
松山市三町３丁目９番１号
イヨテツスポーツセンター内

愛媛県アイスホッケー連盟 本多　髙 田名部　弦 藤田　直人 松山市居相３丁目4-1-101

愛媛県綱引連盟 羽牟　正一 一色　勝 玉井　宏 松山市空港通4-10-15　㈱IDS気付

愛媛県ゲートボール連合 土居　英雄 豊田　義登
（連絡責任者）
中川　武久

松山市大手町一丁目12-1
愛媛新聞社内

愛媛県パワーリフティング協会 － 宮内　洋一 渡辺　和利 今治市北鳥生町３丁目6-18

愛媛県グラウンド・ゴルフ協会 河野　忠康 能田　雅雄 野中　修 松山市久谷町甲214　野中修方

愛媛県アームレスリング連盟 菊池　伸英 福羅　浩一 藤本　晋吾
松山市和泉北１丁目１-14
都マンション１Ｆ

愛媛県合気道連盟 橋田　一美 松田　正司
（連絡責任者）
橋田　一美

今治市山路880番地

愛媛県スポーツチャンバラ協会 河村　直仁 －
（連絡責任者）
中田　稔明

松山市小栗１丁目6-14

愛媛県体操協会　トランポリン委員会 石原　実 宮本　茂幸
（連絡責任者）
桂　健二郎

北宇和郡鬼北町大字近永800-1

愛媛県日本拳法連盟 村上　泰史 －
（連絡責任者）
村上　泰史

今治市郷本町2-2-25

愛媛県ビリヤード協会 大丸　博文 渡部　芳樹
（連絡責任者）
渡部　芳樹

松山市南吉田町2107-1

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

愛媛県高等学校野球連盟 岩村　正雄 二神　弘明 田渕　弘恭
松山市旭町71番地
愛媛県立松山商業高等学校内

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

愛媛県インディアカ協会 松田　宇 渡部　武利
（連絡責任者）
松田　宇

伊予郡砥部町大南1299　松田気付

愛顔
えがお

つなぐえひめ国体上島町実行委員会 宮脇　馨 － 田房　良和 越智郡上島町弓削佐島583番地

愛媛県エアロビック連盟 － 松尾　篤史 塩入　久恵 松山市居相２丁目1-18

愛媛県カーリング協会 金子　公子 越智　崇典 久保永　早智 松山市北斎院町1091-7

大洲市カヌーツーリング駅伝大会実行委員会 清水　裕 西岡　正人 森野　啓二
大洲市大洲690番地の1
大洲市教育委員会文化スポーツ課内

竹内　宏江 新居浜市萩生740-1

（連絡責任者）
西田　千景

八幡浜市郷3-4

（公社）日本近代五種協会 浪越　信夫 野上　等 市川　祥宏 東京都渋谷区神南1-1-1

（公社）日本３Ｂ体操協会愛媛県支部 岡部　多佳子 － 岡部　多佳子 今治市南高下町４丁目2-46

愛媛県スポーツ吹矢協会 藤浦　正信 －
（連絡責任者）
藤浦　正信

松山市市坪北1-7-16

愛顔
えがお

つなぐえひめ国体伊方町実行委員会 高門　清彦 － 大野　金能
西宇和郡伊方町湊浦1995番地1
伊方町教育委員会　国体推進室内

（公社）日本ダーツ協会愛媛県支部 満田　俊二 － 幸崎　啓悟
松山市小坂２丁目6-20
澤田マンション１Ｆ

愛媛県ダブルダッチ協会 向井　正次郎 大野　照明
水沼　雅行
（連絡責任者）
向井　正次郎

伊予市上三谷1432番地7

ＮＰＯ法人　愛媛県ディスコン協会 － 田坂　信一
（連絡責任者）
岩田　房子

松山市春日町5-7

のむらスポーツクラブ － 井関　陽一
（連絡責任者）
西田　光和

西予市野村町野村12号102番地1

愛媛県ハング・パラグライディング連盟 － 山野　好喜
（連絡責任者）
山野　好喜

松山市東垣生町810番地

愛媛県バウンドテニス協会 伊藤　繁次郎 塩崎　秀一
（連絡責任者）
伊藤　繁次郎

新居浜市一宮町一丁目5番1号

ブラインドテニス愛媛 中岡　和芳 － 横田　弓 西予市宇和町れんげ101-17

愛媛県ペタンク連盟 土居　晴美 西村　初雄
宮本　茂幸
（連絡責任者）
天野　正美

北宇和郡鬼北町大字日向谷1725

愛
えがお

顔つなぐえひめ国体愛南町実行委員会 清水　雅文 末廣　秀司
（連絡責任者）
清水　良一

南宇和郡愛南町城辺甲2420番地

〔参考〕特別競技実施競技団体

〔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）

愛媛県カローリング協会 増田　北生 －


