平成29年度 都道府県クレー射撃協会（連盟） 事務局
平成29年12月1日更新
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県 名

〒

住

所

担当者
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北海道クレー射撃連盟

062-0905 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1

北海道立総合体育ｾﾝﾀｰ内

坂井 則寿

011-811-5488

兼 用

青森県クレー射撃協会

036-8075 青森県弘前市撫牛子3-15-2

工藤敏二様方

工藤 敏二

0172-35-8988

0172-36-8666

3

秋田県クレー射撃協会

989-6136 宮城県大崎市古川穂波2-15-25

貫洞様方

貫洞 道幸

090-9742-5436 050-3427-6074

4

東 岩手県クレー射撃協会

025-0244 岩手県花巻市湯口字松沢７０

花巻市クレー射撃場

吉田 真理

0198-28-2266

兼 用

5

北 山形県クレー射撃協会

992-0021 山形県米沢市大字花沢字新屋敷2-700-5

ニューフレンド米沢（有）

藤田 茂男

0238-21-0716

0238-21-0756

6

宮城県クレー射撃協会

989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目15-2

(有)東光商事内

大宮 淳一

0224-55-4461

兼 用

7

福島県クレー射撃協会

971-8125 福島県いわき市小名浜島字鮑尻37

根本様方

根本 久義

0246-58-7151

兼 用

8

茨城県クレー射撃協会

300-1204 茨城県牛久市岡見町960-12

（株）サカエ内

岡部 清一

029-872-7297
0294-42-9888

9

栃木県クレー射撃協会

328-0074 栃木県栃木市薗部町4-9-35

小川様方

小川 裕之

090-3066-5116

029-872-7120
0294-42-9888
（小川物産内）
0282-27-4571

10

群馬県クレー射撃協会 分室

371-0017 前橋市日吉町4-7-2

吉野様方内

山崎 義哉

027-231-4531

027-232-3143

田口 文夫

048-262-3000

048-262-0070

北海道

2

11

関 埼玉県クレー射撃協会

333-0861 埼玉県川口市柳﨑5-12-32

田口様方

12

東 千葉県クレー射撃協会

263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町22-2

アイランド翼Ａ-102

13

神奈川県クレー射撃協会

243-0021 神奈川県厚木市岡田4-1-8

東神興産(株)内

14

山梨県クレー射撃協会

400-0026 山梨県甲府市塩部3-2-8

大面様方

15

東京都クレー射撃協会

160-0022 東京都新宿区新宿7-13-3セントラルビル1F

16

静岡県クレー射撃協会

17

星野 登志夫 043-312-3282

兼 用

安藤 忠幸

046-228-3173

046-229-0908

大面 護

055-225-5550

055-225-5510

(株)MIトレード明治銃砲店内

渡邉 賢次

03-5656-5331

03-6319-6441

426-0034 静岡県藤枝市駅前3-9-16

紅林銃砲火薬店内

増田 正起

054-641-1888

054-641-1902

東 愛知県クレー射撃協会

475-0905 愛知県半田市岩滑東町4-80

新美様方

新美 巳喜雄 090-4117-7496

0569-84-1020

18

海 岐阜県クレー射撃協会

500-8864 岐阜県岐阜市真砂町11丁目14番地

田上商店内

田上 守里

058-266-4745

兼 用

19

三重県クレー射撃協会

510-0007 三重県四日市市別名3-2-12

柏木様方

柏木 孝太

059-331-3108

059-332-3250

20

新潟県クレー射撃協会

955-0084 新潟県三条市石上2-3-22

齊藤様方

齊藤 隆司

0256-33-1055

0256-33-1935

389-0805 長野県千曲市大字上徳間466-2

ムラヤマロジテック内

村山 晃一

026-214-2241

026-275-6670

936-0846 富山県滑川市堀江306-1

赤松様方

赤松 道次

076-475-5201

兼 用

923-0904 小松市小馬出町22

（有）伊関銃砲火薬店内

伊関 晃

0761-24-0079

0761-24-0080

21

23

（NPO法人）長野県クレー射撃協会
北
信 富山県クレー射撃協会
越
石川県クレー射撃協会

24

（一社）福井県クレー射撃協会

915-0096 福井県越前市瓜生町34-14-8

田辺様方

田辺 秀幸

0778-22-8531

兼 用

25

京都府クレー射撃協会

602-8352 京都市上京区下立売通千本西入稲葉町466

（有）小林銃砲火薬店内

小林 良幸

075-841-8866

075-801-1557

26

大阪府クレー射撃協会

577-0012 大阪府東大阪市長田東1-7-12

ﾌｧｰｽﾄﾈｯﾄ506 小林輝夫様方

向井 寿夫

06-6618-1467

兼 用

27

近 兵庫県クレー射撃協会

653-0805 兵庫県神戸市長田区片山町4-1-9-201

安西様方

安西佐有理

050-3383-4782

兼 用

28

畿 奈良県クレー射撃協会

639-0252 奈良県香芝市穴虫3073-9

原田様方

原田 数馬

0745-77-0051

兼 用

22

29

和歌山県クレー射撃協会

640-0056 田辺市芳養町3698紀伊の森内

土屋様方

小川 正子

090-3053-9318

0739-22-2518

30

滋賀県クレー射撃協会

520-2313 滋賀県野洲市大篠原1953

竹内様方

竹内 克英

077-587-1648

077-587-0077

31

鳥取県クレー射撃協会

683-0846 米子市安倍1157

高橋様方

高橋 浩二

0859-29-1901

兼 用

島根県クレー射撃協会

692-0063 島根県安来市植田町325-2

(株)布部組内

井上 清

0854-28-8384

0854-28-8378

（NPO法人）岡山県クレー射撃協会

709-2134 岡山市北区御津下田629

岡山県ｸﾚｰ射撃場内

志賀 幸子

0867-24-5590

0867-24-5591

広島県クレー射撃協会

733-0011 広島市西区横川町1丁目7-32

（株）住吉銃砲火薬店内

住吉 正規

082-294-6122

082-294-6124

35

山口県クレー射撃協会

746-0052 周南市中畷町3-25

市川様方

市川 秀之

0834-63-1412

-

36

香川県クレー射撃協会

769-1101 香川県三豊市詫間町詫間1232-1

藤川様方

藤川 和也

0875-83-7612

兼 用

37

四 愛媛県クレー射撃協会

790-0032 愛媛県松山市土橋町13-1

戸田様方

戸田 義男

089-932-6661

089-932-6685

38

国 徳島県クレー射撃協会

770-0823 徳島県徳島市出来島本町3-45 ハイツスズエ3-B

飯田様方

飯田 仁

088-657-3857

ー

39

高知県クレー射撃協会

780-8016 高知市南ノ丸町5-14

谷工業内

川邊 貴典

088-831-2898

088-831-8523

40

福岡県クレー射撃協会

818-0117 福岡県太宰府市宰府2-7-24

（株）かさの家内

石井 啓志

092-928-0332

兼 用

41

佐賀県クレー射撃協会

849-0913 佐賀県佐賀市兵庫町渕1935-5

ティーエス協会（株）内

森田 光明

0952-32-4124

0952-32-0401

42

長崎県クレー射撃協会

857-1161 長崎県平戸市明けの川内町299-13

柴山様方

柴山 一

0950-23-2943

兼 用

三谷 千津男 096-297-0137

兼 用

32

中

33
34

国

43

九 （一社）熊本県クレー射撃協会

860-0842 熊本市中央区南千反畑町14-26

三谷様方

44

州 大分県クレー射撃協会

874-0004 大分県別府市湯山三組

草牧様方

草牧 信彦

0977-67-0670

兼 用

45

宮崎県クレー射撃協会

880-0056 宮崎県宮崎市神宮東2-2-22

松田商事（株）内

郡 美紀子

0985-25-1335

0985-26-1347

46

（一社）鹿児島県クレー射撃協会

899-4301 鹿児島県霧島市国分重久380-3-206

馬場様方

馬場 司

0995-57-7279

兼 用

47

沖縄県クレー射撃協会

904-1106 沖縄県うるま市石川3319-49

小池様方

小池 美砂緒 098-964-6757

098-964-6757

＜ 部会 ＞
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部会名

〒
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1

ランニングターゲット部会 （ＲＴ部会）

180-0011 東京都武蔵野市八幡町1-3-18-104

中村様方

2

日本学生クレー射撃連盟 （学連）

150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1

岸記念体育会館内

3

芸能文化人ガンクラブ （芸文）

275-0017 千葉県習志野市藤崎1-17-10

坂詰様方 芸文ｶﾞﾝｸﾗﾌﾞ

担当者

ＴＥＬ

ＦＡＸ

中村 二朗

0422-51-6306

兼 用

-

03-3481-2408

03-3481-2452

坂詰 紀子

047-472-5009

兼 用

