
NO.1
団体名 会　　長 副　会　長 理事長 事務局 〒 住　　　　　　所 電話番号

1 さいたま市陸上競技協会 須田　義博
星野　博幸
今田　正幸

大久保 進
松枝　茂樹

矢内 洋・浅野克裕

小熊 誠 鈴木寿彦 池田　金作 331-0061 さいたま市西区西遊馬1916-3　1-401
090-2230-0111
622-2490（自宅）

2 さいたま市水泳連盟 山下　誠二 真鍋信介 足立　　達
荒井 敏生
秋山　晃一

山本　　武 新井秀彦 337-0051
蓮田市黒浜2798-5
スウィン大教スイミングスクール内

764-4313（勤）

3 さいたま市サッカー協会 清水　勇人 関根　信明 大森　正彦
松沢喜久

夫
佐藤　正二

4 さいたま市スキー連盟 高橋　哲男 小林　耕治 渡部　好夫 立野　健一 高橋　伸保

5 さいたま市テニス協会 関　久治 福寿　明 久木　玲子 小林　一幸 小林　一幸 331-0812 さいたま市北区宮原町2-117-3-401 048-653-3498

6 さいたま市バレーボール連盟 大内　敏郎 中原　文子 阿部　孝広 小林　則孝 小野瀬 義弘

7 さいたま市体操協会 清水勇人 川上 康夫 山田 恭史 山田 恭史  090-2327-6020

8 さいたま市バスケットボール協会 永井 孝一 岩崎　充晃 海老原矩子 吉田弘一 松尾 栄一 朝倉　秀明

9 さいたま市スケート連盟 野中　　忠 有賀 豊文 堀　　裕次 小池　和己 岩出　光江

10 さいたま市ウエイトリフティング協会 櫻井 勝利 加藤    仁 数野　裕之 数野　裕之 875-3488（自宅）

11 さいたま市ハンドボール連盟 関根 隆俊 上久保重次 野平健二郎 橋本
　　　　　　　はるか

　知香

12 さいたま市ソフトテニス連盟 吉川　洋一
山下　晴海
大西　達哉

原田　知幸
押岡　農子

小室 智久平 上村　和永 吉川　洋一 330-0064 さいたま市浦和区岸町4-9-13
048-432-9198(勤）

090-4734-7100

13 さいたま市卓球協会 関谷　謙
岩崎 道行
藤橋　日出

田中　孝一 藤井 雅一 藤井 雅一 藤井 雅一 330-0072 さいたま市浦和区領家6-6-9
080-1065-4971
833-9704（自宅）

14 さいたま市野球連盟連合会 齋藤　　進 吉田 　弘 和田　秋雄 三橋　隆之 榑沼 賢次 横田　隆夫 330-0072
さいたま市浦和区領家4-21-21　領家公民
館

874-5252(自宅）

15 さいたま市相撲連盟 平田　利雄 清宮　雄蔵 北　清太郎 佐藤　公則 佐藤　公則 漆原　誠 330-0061
さいたま市浦和区常盤4-16-14
明治ｱｲｽｸﾘｰﾑ販売株式会社

048-831-6367

16 さいたま市フェンシング連盟 森角　　正 平井　道世 井上まゆみ
武田江梨

花
森角　　正 048-852-4505

17 さいたま市柔道連盟 藤堂　良明 佐藤　正和 岩崎　敏夫 新井　俊明 矢代　昌克 日坂　　修 048-863-3887

18 さいたま市ソフトボール協会 浅見　 茂 田中　勉 河村　展良 赤川　清一
眞嶋 久美

子
337-0005 さいたま市見沼区小深作４８５－１ 683-5550(自宅)

19 さいたま市バドミントン協会 林   一夫 寺山 光秀 君島克憲 新井　正明 三浦　孝敏 080-6508-8262

20 さいたま市弓道連盟 古泉　利昭
鷹巣 光子
小島　節子

軽込　次男 山中　茂夫 荒井　　渉 荒井　　渉 337-0043 さいたま市見沼区中川305-19  686-0080（自宅）

平成３０年度　公益財団法人さいたま市体育協会　加盟団体名簿平成３０年度　公益財団法人さいたま市体育協会　加盟団体名簿平成３０年度　公益財団法人さいたま市体育協会　加盟団体名簿平成３０年度　公益財団法人さいたま市体育協会　加盟団体名簿

（正会員）

平成30年7月20日現在（赤字は前年度）



NO.2
団体名 会　　長 副　会　長 理事長 事務局 〒 住　　　　　　所 電　　話

21 さいたま市剣道連盟 中村　好一
小室　駿一

郎
奥山　廣志 683-3454（自宅）

22 さいたま市ラグビーフットボール協会 武正 公一 鈴木　富雄 廣本　慶一 廣本　慶一 03-3359-5254(勤務先）

23 さいたま市山岳連盟 田中 文男 塩谷壽子 石倉　昭一 安島
アジマ

　雅文
マサフミ

330-0065 さいたま市南区大谷口656-2 885-7378(自宅）

24 さいたま市空手道連盟 清水　勇人 古里　忠昭 天野 尚文 337-0005 さいたま市見沼区小深作４３４－１８ 688-4552(自宅)

25 さいたま市射撃連盟 程塚　勉 草薙　和美 金子　琢磨 小林　鑛 330-0064 さいたま市浦和区岸町6-1-8 048-8556245(自宅)

26 さいたま市なぎなた連盟 帆足　和之 松﨑　洋右 帆足 光代 帆足 光代 330-0062 さいたま市浦和区仲町4-3-10　帆足方 861-2345(自宅）

27 さいたま市少林寺拳法協会 宮崎栄治郎 赤崎　義昭 小宮山 宜司 梶谷　憲皇
けんみ

755-9668(自宅）

28 さいたま市ゲートボール連盟 荒井　久治 川島　辰雄 梶原　輝雄 岸　和男 331-0811 さいたま市北区吉野町2-257-6 ６６４－６６４７（自宅）

29 さいたま市太極拳連盟 村上　明夫 斎藤 里美 今泉光子 石井
い し い

 義
よし

勇
お

330-0044 さいたま市浦和区瀬ヶ崎4-32-14 886-3676（自宅）

30 さいたま市ゴルフ協会 辻村　幹彦 山崎　勇 鈴木　　眞 林　三郎 鈴木弘之 鈴木弘之 331-0074
さいたま市西区宝来549
西大宮ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ内

 625-8011(事務局）

31 さいたま市パワーリフティング協会 萩原　章弘 相澤　倢二 今井　剛 今井　剛 338-0832 さいたま市桜区西堀2-16-10ｽﾄﾗｰﾍﾞ302 863-6567(自宅）

32 さいたま市トランポリン協会 宮崎栄治郎 高橋　秀明 木立　建吾 上田　千賀子

33 さいたま市小学校体育連盟 石川　信和
豊島　登

上原　善一
山岡　康幸・保高　智
堺　数太・神座 達也

浅見正史・井上眞吾
吉田哲久･藤田昌一 神保　敏久 木村 元基 337-0002

さいたま市見沼区春野1-10-1
さいたま市立春野小学校

34 さいたま市中学校体育連盟 外園　倫生 松井　　聡
石川　賢一
大野　肇

松井　秀史
松井　育夫

坂田　真澄 坂田　真澄 682-3951(勤)

35 さいたま市合気道連盟 武正 公一 石垣　晴夫
尾又富士

雄
平松　礼子

（準会員）


