
公益財団法人　福井県スポーツ協会　加盟団体一覧

№ 団　体　名 〒 住　　所 TEL FAX 会長氏名 理事長氏名 事務局長氏名

福井市松本4-10-1

福井市体育館内

敦賀市沓見149-1

スポーツ振興課内

小浜市大手町6-3

小浜市教育委員会

生涯学習スポーツ課内

勝山市昭和町2-4-20

勝山市体育館ジオアリーナ内

鯖江市東鯖江3-6-10

鯖江市総合体育館内

あわら市市姫3-1-1

あわら市スポーツ課内

今立郡池田町藪田5-1

池田町教育委員会内

南越前町牧谷29-15-1

南越前町教育委員会内

三方郡美浜町郷市25-25

美浜町教育政策課内

大飯郡高浜町宮崎86-23-2

高浜町教育委員会

三方上中郡若狭町市場20-18

若狭町教育委員会内

福井市八ツ島町7-6

藤島中学校内

福井市乾徳4-8-19

福井商業高等学校内

福井市三十八社町33-66

フクビ化学工業内

福井市種池町1-4-6

渡辺康子　様方

福井市成和1丁目1009

繊維会館内

大野市下唯野19-10

瀬先長一郎　様方

福井市日之出町4-15-14

川崎敏弘　様方

美浜町郷市25-25

美浜町教育委員会

福井市舟橋3丁目606-1

渡辺大作　様方

福井市田原1-2-9

阿部和弘　様方

福井市山内町17-13-2

廣部嘉寛　様方

鯖江市杉本町513

鯖江市立待体育館内

30 一般社団法人　福井県バスケットボール協会 910-0842 福井市開発1-2202-1 0776-43-9662 0776-43-9663 山岸　俊一 帰山　金一 帰山　金一

2020/9/10時点

918-8239一般財団法人 福井県サッカー協会22 0776-28-2990

<正加盟団体>６５団体

永棹　　稔仲倉　典克

福田　　豊

安間　保行 矢部　清隆

廣部　嘉寛

石川　秀樹 桑野　泰成

渡辺　大作

中屋　貴義

木原　靖之

西村　昭治

川崎　敏弘

宮崎　　勝

山崎　正昭 山内　慎吾

八木誠一郎

竹内　　浩 ー

－ 池野　弘一

17 若狭町スポーツ協会 919-1592 0770-62-2731 0770-62-2732 澤田　善政 吉岡　正裕 水江　克伸

西嶋　久勝 西本　整市 －

16 おおい町スポーツ協会 919-2111 大飯郡おおい町本郷136-1-1 0770-77-1150 0770-77-1177 古池　　久

15 高浜町スポーツ協会 919-2292 0770-72-7724 0770-72-2889

14 美浜町スポーツ協会 中島　　弘

坂井　浩伸

13 越前町スポーツ協会 916-0147 丹生郡越前町内郡13-19-3 0778-34-8730

木谷　浩章 浜野　有美

笠原　秀樹 鈴木　一郎 松村　徹治

松井　靖明 ー

辻元　利孝 －12 南越前町スポーツ協会 919-0203 0778-47-8005 0778-47-7010

0778-34-2720

11 池田町スポーツ協会 910-2511 0778-44-8006 0778-44-7771 前田　泰郎

10 永平寺町スポーツ協会 910-1192 岩城龍一郎 清水　和仁川崎　直文吉田郡永平寺町松岡春日1-4 0776-61-3400 0776-61-2434

奥野加津美

9 公益財団法人 坂井市スポーツ協会 919-0521 坂井市坂井町下新庄19-17-1 0776-68-0123 0776-68-0124 國京　紀雄 宮永　英機 宮本　寿雄

宮川　利秀

平野　慶一

8 公益社団法人 越前市スポーツ協会 915-0832 越前市高瀬2-8-28 0778-23-6222

7 あわら市スポーツ協会 0776-73-1350

片山　正徳

919-0692 0776-73-8043

木下　俊毅0779-88-8127

山形　辰美

堂庭　信男 高政　　栄

大江　章裕

小浜市スポーツ協会 917-8585 0770-53-0064 0770-52-3223 森　喜太郎

914-0823 0770-22-8155

公益社団法人 福井市スポーツ協会

敦賀市スポーツ協会

大野市スポーツ協会

清水　治康

1 荻原　昭人 中嶋　靖利

2

4

0776-21-5533

18

19

福井県中学校体育連盟

3

0770-23-6809 中村　紀明

5 勝山市スポーツ協会 911-0802 0779-87-1733

6 一般社団法人 鯖江市スポーツ協会

堀川　盛一

山本　芳男 山口　一弥 渡辺　康子

羽尾　英之

多田　直人

倉谷　健

中村千鶴子

幸道　嘉宏

宮本　　俊

0776-97-5083 髙柳　浩樹

910-0003

0779-65-5592 0779-66-6308 岩田　繁憲 利内　健一

0776-21-5532

912-0044

0776-97-5082

大野市桜塚町601

0778-42-8586 0778-51-3176

919-1192 0770-32-6709 0770-32-9032

0776-22-1047 0776-22-1260 稲田　俊彦

910-0065

918-8031 0776-21-1989

井上　哲夫

916-0041

中屋　貴義

20 一般財団法人 福井陸上競技協会 918-8585 0776-38-0360 0776-38-0361

福井県高等学校体育連盟 910-0021

一般財団法人　福井県水泳連盟21

0776-28-2998

ー

910-0018 0776-25-6627 0776-27-0428

26 福井県ホッケー協会

23

田辺　義郎

福井県スキー連盟 912-0822 0779-65-7174

919-1192

0776-22-5866

0778-51-8865

西川　正彦

西川　国夫

福井県体操協会 916-0005 0778-51-1567 加藤　団秀

福井県バレーボール協会 910-3636 松崎　晃治0776-98-3145

24

910-0808 090-7105-2032
0778-34-2720
（越前町役場行）

内藤　俊三

28

25

福井県テニス協会 910-0859

水島　秀夫

福井県ボート協会 0770-32-6708

27 安川　繁博

和多田　一

阿部　和弘福井県ボクシング連盟

0770-32-9032 山口治太郎

29



福井市丸山2丁目410

布村美英　様方

福井市原目町39-8

福井県立盲学校

西田耕一朗　様方

あわら市中番13-19

藤井章一郎　様方

坂井市坂井町宮領57-5

坂井高等学校

山田純子　様方

福井市文京4-15-1

啓新高等学校

伊藤昭一 様方

坂井市坂井町宮領57-5

坂井高等学校

西山知宏　様方

福井市板垣5-1210-2

柿本俊之　様方

坂井市春江町江留中25-15-6

玉崎真理子　様方

坂井市三国町宿1-9-23

岩本法久　様方

福井市上細江町16-13

堀　智行　様方

福井市海老助町8-1

県立馬術競技場内

福井市和田東1丁目1011

サンドミール202号室

丹代　翔　様方

越前市京町1丁目2-10

室田徳三郎　様方

越前市国府2丁目10-8

吉田泰穂　様方

福井市江守の里2-1405

高橋秀典　様方

鯖江市別司町24-3

定政　晶　様方

福井市杉谷町49-40-3

福井県立ライフル射撃場内

福井市二の宮2丁目24-18

サンライズ二の宮1-B

鯖江市下司町

福井工業高等専門学校

吉田雅穂　様方

福井市丸山1丁目402-1-101

浅野浩明　様方

大野市貝皿18-15-4

前田博司　様方

坂井市三国町黒目33-2405

林　大作　様方

福井市江端町6-6-1

ﾋﾞｼﾞｭｰﾄﾞｩﾓﾅ花堂301号

樋下博文　様方

福井市つくも1-3-15-101

増田宇秀　様方

福井市大畑町51-23

瀧口　愛　様方

福井市大和田町68-1-2

WAVE40内

福井市杉谷町44

足羽高等学校

田邊浩之　様方

福井市大和田町2-801

福井新聞社内

あわら市市姫1丁目3-9

松田典夫　様方

福井市問屋町3-410

福井テレビ内

ー －

0776-54-7540 0776-54-1998

090-2836-9294

61 福井県綱引連盟

57

西畑　知佐代

918-8016

56 福井県なぎなた連盟 918-8226

55

918-8688

090-2034-6851 0776-53-4622

籔　　芳朗

野村　泰司

上本　康治

島﨑　智絵

樋下　博文

松田　典夫

石田　昌也

笹木　　進

田辺　秀幸

増田　宇秀

渡辺　明美

北　　勝美福井県ボウリング連盟 910-0802 西本　恵一0776-54-1006

山本　竹司

辰川　　昇

鈴木　宏紀

60

0776-21-6727 光野　　稔

59 福井県ゲートボール協会 910-8552

一般社団法人 福井県クレー射撃協会 910-4138

福井県カヌー協会 912-0204

53 福井県空手道連盟

54 福井県銃剣道連盟 918-8001

山本　利幸 小場　澄雄 浅野　浩明

高木賀津彦 布村　美英

32 福井県レスリング協会 910-0825 0776-54-5280

31 福井県スケート連盟 910-0834 土田きみ子

33 福井県セーリング連盟 910-4137 高間　正信

0776-54-5289

ー 土岡　正治

西本　正俊 朝倉　冨成

田中　宏典 西田耕一朗時岡　隆夫

藤井章一郎

山田　純子

江守　康昌 角谷喜代重 伊藤　昭一

0776-66-26690776-66-0268 牧野　昭夫 中梶　秀則 西山　知宏

0776-23-3489 0776-21-2922

34 福井県ウエイトリフティング協会 919-0512

37 福井県ソフトテニス連盟 918-8104

36 福井県自転車競技連盟 919-0512

35 福井県ハンドボール協会 910-0017

38 福井県卓球協会 919-0412 0776-51-0525

0776-33-2820 ー

八尾　正博 今村　邦昭

柿本　俊之

玉崎真理子

鯵本　邦彦 岩本　法久

上屋敷淳三 川畑　　茂

山本　芳男 乾　　将勝 堀　　智行

福井県軟式野球連盟 913-0056 美濃　美雄0776-81-6030 0776-81-426839

41 福井県馬術連盟 910-0047 0776-27-6036 0776-27-6038

40 福井県相撲連盟 919-0302 0776-41-2525

仲倉　典克 吉村　喜信 松原　正和

42 福井県フェンシング協会 918-8237 090-8097-2890 0776-41-3199 丹代　　翔

43 福井県柔道連盟 915-0813 八本木　通秋 川口　　稔0778-23-1062 ー 室田　徳三郎

西　　康弘 吉田　泰穂

宮本　　俊 諸江　克昭

小林　孝史中嶋　光司

福井県ソフトボール協会 915-0076 吉田　真士

細川　孝夫

090-3295-4822
0776-66-2669
（坂井高校行）

090-8704-7430 0778-24-4675

福井県バドミントン協会 918-8035

定政　　晶

高橋　秀典

定政　　晶

44

山本　芳男 鹿江　和彦47 福井県ライフル射撃協会 918-8155

46 福井県弓道連盟 916-1225

45

横澤　浩明

50 福井県山岳連盟

吉田　雅穂

堀江　範雄

49 福井県ラグビーフットボール協会

48 一般財団法人 福井県剣道連盟

田邊 浩之

0778-62-8305

58 福井県高等学校野球連盟 918-8155

木下　好正

52 福井県アーチェリー協会

片山　外一 西川　　譲

斉川　清一0776-38-2225 0776-38-2290

稲田　朋美 桑原　義喜0776-34-4371

0779-78-2663

090-2035-9111

力野　　豊 畠中　　豊916-8507

重森　俊道 前田　博司

山崎　元啓913-0037 畑　　孝幸

野口　雄慶51

林　大作

福井県少林寺拳法連盟 919-0621 増田　敏夫 渡辺　竜彦

高村　雅彦

0776-76-8029 0776-77-7337

小林　重信

0776-89-1842 0776-89-1843

910-0015

910-0834 090-8965-9688 －

0776-21-2235

0776-28-6616

0776-35-1228

0776-53-5238

050-1480-3837

0776-38-6354

0776-66-0268

あわら市下番67-18-1

0776-66-2669

0778-65-1617 0778-65-3617



福井市舞屋町1-8-40

横山佳男　様方

あわら市浜坂66-1-1

芦原ゴルフクラブ内

福井市栗森町浜412

小場澄雄　様方

福井市文京6-5-9

朝川金徹　様方

NO 団　体　名 〒 住　　所 TEL FAX 会長氏名 理事長氏名 事務局長氏名

福井市新保3-2224

黒川淳二　様方

坂井市丸岡町今福7-26

松川勝巳　様方

福井市板垣3丁目508

森永　健　様方

福井市左内町2-6

大西義幸　様方

坂井市三国町錦1-5-5

上木忠義　様方

福井市照手4-13-4

谷口郁子　様方

丹生郡越前町梅浦59-15-1

高橋忠子　様方　

NO 団　体　名 〒 住　　所 TEL FAX 会長氏名 理事長氏名 事務局長氏名

坂井市丸岡町長崎6-7

丸岡フィットネスセンター内

吉田郡永平寺町せせらぎ307

武信伸一郎　様方

福井市御幸2-24-10

三反崎康子　様方

福井市小幡町10-69-1

堂徳正昭　様方

6
特定非営利活動法人

福井県ウオーキング協会
910-0006 福井市中央1-9-29 0776-28-6980 0770-45-0676 吉田　　清 ー 志田由紀子

福井市二の宮3-35-20

土田憲弘　様方

あわら市中番17-20-23

山田和実　様方

大野市高砂町15-7

松本育倫　様方

鯖江市桜町3-5-8

谷田道治　様方

福井市種池1-633

小形完治　様方

勝山市旭町2丁目5-44

四谷憲夫　様方

敦賀市木崎43-17-4

チェス

尾崎信弘　様方

四谷　憲夫

ー

鍛冶　多恵

ー

080-3048-3528

13 福井県ビリヤード協会 914-0814 ー

0779-877-1022

仙石　晴子

鍛冶　多恵松本　育倫

－

0770-22-1466 0770-22-1489

東郷　輝雄

ー

尾崎　信弘

9 福井県スポーツチャンバラ協会

指岡　貴洋

福井県ダンススポーツ連盟 918-8031 小形　完治

ー912-0055

佐野　直美

谷田　道治

12 福井県ノルディック・ウォーク連盟 911-0803 木村　　明0779-88-8220

田村　康夫

11 090-8704-8181

堂徳　正昭

坂上　京子三反崎康子

0776-85-1737

0776-78-7205

徳本　春男

山田　和実ー

0776-21-0601 光野　　稔

5 福井県ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会

8 公益財団法人日本３Ｂ体操福井支部 910-4137

910-3146 高柳　哲夫

福田　敬一

3

4 福井県スティックリング協会

高野　　薫

土田　憲弘

深草　俊彦

7 福井県ドッジボール協会 910-0015

2 福井県還暦軟式野球連盟

ー

高屋　正一0776-24-3520

0776-64-3072

ー福井県バトン協会 光野　　稔

福井県ペタンク連盟7

0776-66-5325

916-0311 0776-63-2374

福井県マレットゴルフ協会

竹野　　博

河合　忠雄

910-0304

ー

大橋　哲也

<準々加盟団体>１３団体

1 福井県エアロビック連盟 910-0383 山本　芳男

上木　忠義

6 福井県インディアカ協会 910-0024 090-3885-7988 － 田村　康夫 徳山　和美

5 森永　忠雄

4 福井県武術太極拳連盟 918-8002 0776-36-2811 大西　義幸 日比　靖博

福井県エスキーテニス連盟

ー

松川　勝巳

3 福井県パワーリフティング協会 918-8104 0779-66-6435 野島　祐記 森永　　健 武井　　風

2 松川　勝巳

1 福井県バウンドテニス協会 910-0833

朝川　金徹910-0017 0776-21-207365 福井県トライアスロン協会

0776-24-0993 吉田　真士 黒川　淳二 伊藤　晃久

嶋本　良典

永池　一善

910-0136 吉岡　靖子

朝川　金徹

和田勇規雄

64 福井県グラウンド･ゴルフ協会 黒川仙太郎

谷口　郁子

10 福井県スポーツウェルネス吹矢協会 916-0027 ー

高橋　忠子

0776-66-5665 0776-66-7189

渡辺　英雄

木下　喜美

62 福井県アイスホッケー連盟 918-8024 竹沢　祥一 大竹　庸人090-2340-1162 横山　佳男

丹尾　正己

荒川　　勝

910-1315

0776-82-0187

ー ー

清水　智信

武信伸一郎

090-2034-7437

<準加盟団体>７団体

910-4271 0776-79-0117 0776-79-011863 福井県ゴルフ協会

913-0043

0778-52-0330

西村　　仁

910-0854

ー


