
主なスポンサー企業･団体競技

フォーミュラ・カーレース

シリーズ協賛社
　○本田技研工業(株)（シリーズパートナー）
　○トヨタ自動車(株)（シリーズパートナー）
　○(株)ブリヂストン（シリーズサポーター）
　○人気酒造(株)（プロモーションパートナー）

○PETRONAS
○(株)デンソー 
○日本ヒューレットパッカード(株)

主なチームスポンサー
　○(株)NTTドコモ
　○日本サン石油(株)
　○キグナス石油(株)

◆主なスポンサー企業・団体

ボウリング

○公益社団法人日本ボウリング場協会
○東海ボウリング場協会
○MK㈱
○宮崎エースレーン
○㈱グランド六甲
○㈱アメリカンボウリングサービス

○関東ボウリング場協会
○田町ハイレーン
○JFE（京葉シティーサービス㈱）
○利根コカ・コーラボトリング㈱
○関西ボウリング場協会
○千葉県ボウリング場協会

○㈱ラウンドワン
○品川プリンスホテル
○サンブリッジグループ
○国際スポーツ振興協会（ISPS）
○㈱スポルト
○㈱グランドボウル

ボクシング ○ウイニング
○ミズノ　　　

○アシックス
○ロッテリア

付 　スポーツ関連団体連絡先一覧
  ’13年プロスポーツスケジュール
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●スポーツ関連団体連絡先一覧

●プロスポーツ団体
 1. 相撲
 2. 野球
 3. ゴルフ
 4. サッカー
 5. ボクシング
 6. ボウリング
 7. ダンス
 8.フォーミュラ・カーレース
 9. 競馬
10.競輪
11. ボートレース
12.オートレース
13.キックボクシング
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スポーツ関連団体連絡先一覧

団　体　名 所在地電話番号

プロスポーツ関係団体

財団法人日本相撲協会　
相撲教習所　
相撲博物館　
日本相撲協会診療所　
日本相撲協会健康保険組合　

03（3623）5111
03（3623）5111
03（3622）0366
03（3626）1104
03（3625）8100

〒130-0015
〒130-0015
〒130-0015
〒130-0015
〒130-0015

墨田区横網1-3-28
同上
同上
同上
同上

１.相撲

［相撲部屋］
北の湖部屋
九重部屋
出羽海部屋
貴乃花部屋
鏡山部屋
八角部屋
千賀ノ浦部屋
尾車部屋
伊勢ヶ濱部屋
玉ノ井部屋
松ヶ根部屋
高砂部屋
朝日山部屋
友綱部屋
陸奥部屋
峰崎部屋
荒汐部屋
芝田山部屋
宮城野部屋
入間川部屋
井筒部屋
境川部屋
追手風部屋
立浪部屋
春日野部屋
伊勢ノ海部屋
錦戸部屋
藤島部屋
湊部屋
錣山部屋
高田川部屋
片男波部屋
大嶽部屋
東関部屋
阿武松部屋
木瀬部屋
尾上部屋
佐渡ヶ嶽部屋
時津風部屋
鳴戸部屋
春日山部屋
式秀部屋
武蔵川部屋

〒135-0024
〒130-0011
〒130-0026
〒164-0012
〒124-0024
〒130-0014
〒111-0023
〒135-0024
〒135-0001
〒123-0841
〒273-0037
〒130-0004
〒136-0072
〒130-0002
〒130-0026
〒179-0073
〒103-0007
〒168-0072
〒130-0021
〒338-0006
〒130-0026
〒121-0831
〒340-0022
〒300-2358
〒130-0026
〒112-0011
〒130-0014
〒116-0014
〒333-0847
〒135-0024
〒135-0024
〒130-0011
〒135-0024
〒130-0005
〒275-0014
〒130-0023
〒146-0082
〒270-2215
〒130-0026
〒270-0023
〒210-0811
〒301-0032
〒132-0021

江東区清澄2-10-11
墨田区石原4-22-4
墨田区両国2-3-15
中野区本町3-10-6
葛飾区新小岩3-28-21
墨田区亀沢1-16-1
台東区橋場1-16-5
江東区清澄2-15-5
江東区毛利1-7-4
足立区西新井4-1-1
船橋市古作4-13-1
墨田区本所3-5-4
江東区大島2-13-24
墨田区業平3-1-9
墨田区両国1-18-7
練馬区田柄2-20-3
中央区日本橋浜町2-47-2
杉並区高井戸東2-26-9
墨田区緑4-16-3
さいたま市中央区八王子3-32-12
墨田区両国2-2-7
足立区舎人4-3-16
草加市瀬崎5-32-22
つくばみらい市陽光台4-122-9
墨田区両国1-7-11
文京区千石1-22-2
墨田区亀沢1-16-7
荒川区東日暮里4-27-1
川口市芝中田2-20-10
江東区清澄3-6-2
江東区清澄2-15-7
墨田区石原1-33-9
江東区清澄2-8-3
墨田区東駒形4-6-4
習志野市鷺沼5-15-14
墨田区立川1-16-8
大田区池上8-8-8
松戸市串崎南町39
墨田区両国3-15-4
松戸市八ヶ崎8-14-7
川崎市川崎区大師河原2-5-3
龍ヶ崎市佐貫4-17-17
江戸川区中央4-1-10
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●スポーツ関連団体連絡先一覧
団　体　名 所在地電話番号

03（3623）5111 
06（6631）0120
052（971）0015
092（291）9311

〒130-0015
〒556-0011
〒460-0032
〒812-0021

墨田区横網1-3-28
大阪市浪速区難波中3-4-36
名古屋市中区二の丸1-1
福岡市博多区築港本町2-2

一般社団法人日本野球機構
一般社団法人日本プロ野球選手会
公益財団法人野球殿堂博物館

［球団］
株式会社読売巨人軍
株式会社中日ドラゴンズ
株式会社ヤクルト球団
株式会社広島東洋カープ
株式会社阪神タイガース
株式会社横浜DeNAベイスターズ
株式会社北海道日本ハムファイターズ
株式会社西武ライオンズ
福岡ヤフオク！株式会社
株式会社楽天野球団
株式会社千葉ロッテマリーンズ
オリックス野球クラブ株式会社

［球場］
東京ドーム
ナゴヤドーム
明治神宮野球場
MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島
阪神甲子園球場
横浜スタジアム
札幌ドーム
西武ドーム
福岡Yahoo! JAPANドーム
クリネックススタジアム宮城
QVCマリンフィールド
京セラドーム大阪

03（3811）2111
052（719）2121
03（3404）8999
082（554）1000
0798（47）1041
045（661）1251
011（850）1000
04（2925）1151
092（847）1006
022（298）2030
043（296）1189
06（6586）0106

〒108-0014　　
〒103-0024　　
〒112-0004

〒100-8151
〒460-0008
〒107-0061
〒732-8501
〒663-8152
〒231-0015
〒062-0045
〒359-1189
〒810-8660
〒983-0852
〒261-8587
〒530-0023

〒112-0004
〒461-0047
〒160-0013
〒732-8501
〒663-8152
〒231-0022
〒062-0045
〒359-1189
〒810-8660
〒983-0852
〒261-8587
〒550-0023

港区芝5-36-7 三田ベルジュビル11F
中央区日本橋小舟町10-5 ドゥビル
文京区後楽1-3-61

千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル7F
名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6Ｆ
港区北青山2-12-28 青山ビル4F
広島市南区南蟹屋2-3-1 マツダスタジアム内
西宮市甲子園町2-33
横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル7Ｆ
札幌市豊平区羊ヶ丘1
所沢市上山ロ2135 西武ドーム内
福岡市中央区地行浜2-2-2 福岡Yahoo!JAPANドーム内
仙台市宮城野区宮城野2-11-6
千葉市美浜区美浜1
大阪市西区千代崎3-北2-30

文京区後楽1-3-61
名古屋市東区大幸南1-1-1
新宿区霞ヶ丘町3-1
広島市南区南蟹屋2-3-1
西宮市甲子園町1-82
横浜市中区横浜公園
札幌市豊平区羊ヶ丘1
所沢市上山口2135
福岡市中央区地行浜2-2-2
仙台市宮城野区宮城野2-11-6
千葉市美浜区美浜1
大阪市西区千代崎3-中2-1

2.野球

公益社団法人日本プロゴルフ協会
一般社団法人日本ゴルフツアー機構
公益財団法人日本ゴルフ協会
一般社団法人日本ゴルフ場事業協会
公益社団法人ゴルファーの緑化促進協力会
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
一般社団法人日本ゴルフ用品協会
一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
全国ゴルフ場関連事業協会
日本ゴルフコース設計者協会
日本ゴルフジャーナリスト協会
NPO法人日本芝草研究開発機構

03（5472）5585
03（3585）7381
03（3566）0003
03（3864）6701
03（3584）2838
03（3563）2388
03（3832）8589
03（3585）7741
03（3546）7801
03（5772）3821
03（3438）2611
03（6821）3501
03（3543）0444
03（5823）4893

〒105-0002
〒107-0052
〒104-0031
〒101-0032
〒106-0044
〒104-0061
〒101-0021
〒107-0052
〒104-0061
〒150-0001
〒105-0004
〒107-0061
〒104-0061
〒103-0004

港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル2F
港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオンビル5F
中央区京橋1-12-5 京橋YSビル2F
千代田区岩本町3-11-15 アーバンネット岩本町ビル5F
港区東麻布1-7-3 第2渡辺ビル5F
中央区銀座1-19-16銀座昭和ビル2F
千代田区外神田6-11-11 神田小林ビル4F
港区赤坂2-15-16 赤坂ふく源ビル5F
中央区銀座7-16-3 日鐵木挽ビル8F
渋谷区神宮前1-17-5 原宿シュロス303
港区新橋6-14-5 オーイズミ新橋ビル3Fゴルフダイジェスト社内
港区北青山3-1-6-303
中央区銀座2-11-11第2銀座ヤマトビル8F
中央区東日本橋1-1-5 ヒューリック東日本橋ビル9F

3.ゴルフ

［会場］
国技館
大阪府立体育会館
愛知県体育館
福岡国際センター総合ホール

団　体　名 所在地電話番号

 4.サッカー

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 〒113-0033 文京区本郷3-10-15 JFAハウス9F 
［クラブ］   
コンサドーレ札幌  〒062-0045 札幌市豊平区羊ヶ丘１
べガルタ仙台  〒980-0014 仙台市青葉区本町3-6-16 漁信基ビル4F
モンテディオ山形  〒994-0000 天童市山王1-1 山形県総合運動公園内総合体育館2 F
鹿島アントラーズ  〒314-0021 鹿嶋市粟生東山2887
水戸ホーリーホック  〒310-0852 水戸市笠原町136-1
栃木SC  〒320-0024 宇都宮市栄町1-15 栃木県開発センター4F
ザスパクサツ群馬  〒371-0035 前橋市岩神町1-2‐1 グリーンドーム前橋内
浦和レッズ  〒336-8505 さいたま市緑区中野田500
大宮アルディージャ  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町1-20-1 大宮中央ビルディング
ジェフユナイテッド千葉  〒260-0835 千葉市中央区川崎町1-38 ユナイテッドパーク
柏レイソル  〒277-0083 柏市日立台1-2-50
FC東京  〒135-0003 江東区猿江2-15-10
東京ヴェルディ  〒206-0812 稲城市矢野口4015-1
川崎フロンターレ  〒213-0013 川崎市高津区末長1331-1
横浜F・マリノス  〒220-0012 横浜市西区みなとみらい6-2 MM21トレーニングセンター
横浜FC  〒240-0045 横浜市保土ヶ谷区川島町522-3
湘南ベルマーレ  〒254-0026 平塚市中堂18-12
ヴァンフォーレ甲府  〒400-8545 甲府市北口2-6-10 
松本山雅FC  〒390-0837 松本市鎌田2-2-4
アルビレックス新潟  〒950-0954 新潟市中央区美咲町2-1-10
カターレ富山  〒939-8234 富山市南中田368 富山県総合運動公園陸上競技場内
清水エスパルス  〒424-0901 静岡市清水区三保2695-1
ジュビロ磐田  〒438-0025 磐田市新貝2500
名古屋グランパス  〒460-0008 名古屋市中区栄5-1-32 久屋ワイエスビル7F
FC岐阜  〒502-0817 岐阜市長良福光青襖2070-7 岐阜県長良川スポーツプラザ1F
京都サンガF.C.  〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入凾谷鉾町87ケイアイ興産京都ビル
ガンバ大阪  〒565-0826 吹田市千里万博公園3-3万 博記念公園スポーツ広場内
セレッソ大阪  〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1キンチョウスタジアム内
ヴィッセル神戸  〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1-2-1 御崎Uビル3F
ガイナーレ鳥取  〒683-0824 米子市久米町253-1
ファジアーノ岡山  〒704-8163 岡山市東区升田614-11
サンフレッチェ広島  〒733-0036 広島市西区観音新町4-10-2広島西飛行場ターミナルビル1F
徳島ヴォルティス  〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷2-22徳島スポーツビレッジ内
愛媛FC  〒790-0921 松山市福音寺町230
アビスパ福岡  〒813-8585 福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-17
ギラヴァンツ北九州  〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1AIMビル2Ｆ
サガン鳥栖  〒841-0034 鳥栖市京町812 ベストアメニティスタジアム内
Ｖ･ファーレン長崎  〒859-0403 諫早市多良見町市布1558
ロアッソ熊本  〒862-0954 熊本市中央区神水2-10-10 片岡ビル
大分トリニータ  〒870-0126 大分市大字横尾1629
 ［競技場］   
札幌ドーム 011（850）1000 〒062-0045 札幌市豊平区羊ヶ丘1
札幌厚別公園競技場 011（894）1144 〒004-0033 札幌市厚別区上野幌3条1-2-1
ユアテックスタジアム仙台 022（375）7800 〒981-3131 仙台市泉区七北田字柳78
NDソフトスタジアム山形 023（655）5900 〒994-0000 天童市山王1-1
ケーズデンキスタジアム水戸 029（241）8484 〒310-0914 水戸市小吹町2058-1
県立カシマサッカースタジアム 0299（84）6622 〒314-0007 鹿嶋市神向寺後山26-2
埼玉スタジアム2002 048（812）2002 〒336-0972 さいたま市緑区中野田500
さいたま市浦和駒場スタジアム 048（882）8149 〒330-0051 さいたま市浦和区駒場2-1-1
NACK5 スタジアム大宮 048（644）7950 〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町4
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 048（526）2004 〒360-0004 熊谷市上川上300 熊谷スポーツ文化公園内
日立柏サッカー場 04（7162）2201 〒277-0083 柏市日立台1-2-50
フクダ電子アリーナ 043（208）5577 〒260-0835 千葉市中央区川崎町1-20
味の素スタジアム 042（440）0555 〒182-0032 調布市西町376-3
国立競技場 03（3403）1151 〒160-0013 新宿区霞ヶ丘町10
西が丘サッカー場 03（5963）0203 〒115-0056 北区西が丘3-15-1
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 03（3421）6199 〒154-0013 世田谷区駒沢公園1-1
等々力陸上競技場 044（722）0303 〒211-0052 川崎市中原区等々力1-1
日産スタジアム 045（477）5000 〒222-0036 横浜市港北区小机町3300
ニッパツ三ツ沢球技場 045（311）2016 〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1
Shonan BMWスタジアム平塚 0463（33）4455 〒254-0074 平塚市大原1-1 176175



●スポーツ関連団体連絡先一覧
団　体　名 所在地電話番号

栃木県グリーンスタジアム 028（667）0962 〒321-3231 宇都宮市清原工業団地32
正田醤油スタジアム群馬 027（234）9338 〒371-0036 前橋市敷島町66
山梨中銀スタジアム 055（243）3113 〒400-0836 甲府市小瀬町840
松本平広域公園総合球技場 0263（57）2211 〒390-1243 松本市神林5300
東北電力ビッグスワンスタジアム 025（287）8811 〒950-0933 新潟市中央区清五郎67-12
新潟市陸上競技場 025（266）8111 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-1
富山県総合運動公園陸上競技場 076（429）8835 〒939-8234 富山市南中田368
アウトソーシングスタジアム日本平 054（335）5111 〒424-0926 静岡市清水区村松3880-1
エコパスタジアム 0538（41）1800 〒437-0031 袋井市愛野2300-1
ヤマハスタジアム（磐田） 0538（37）1610 〒438-0025 磐田市新貝2500
名古屋市瑞穂陸上競技場 052（836）8200 〒467-0062 名古屋市瑞穂区山下通5-1
豊田スタジアム 0565（87）5200 〒471-0016 豊田市千石町7-2
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 058（233）8822 〒502-0817 岐阜市長良福光大野2675-28
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 075（313）9131 〒615-0864 京都市右京区西京極新明町29
万博記念競技場 06（6876）1131 〒565-0826 吹田市千里万博公園5-2
キンチョウスタジアム 06（6691）2500 〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1
大阪長居スタジアム 06（6691）2500 〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1
ホームズスタジアム神戸 078（652）5656 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1-2-2
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 078（793）6150 〒654-0163 神戸市須磨区緑台
kankoスタジアム 086（253）3950 〒700-0012 岡山市北区いずみ町2-1
岡山県津山陸上競技場 0868（24）3773 〒708-0825 津山市志戸部245
広島ビッグアーチ 082（848）8484 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西5-1-1
とりぎんバードスタジアム 0857（53）6565 〒680-1141 鳥取市蔵田423
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 088（685）3131 〒772-0017 鳴門市撫養町立岩字四枚61
ニンジニアスタジアム 089（963）3211 〒791-1136 松山市上野町乙46
レベルファイブスタジアム 092（612）7070 〒816-0052 福岡市博多区東平尾公園2-1-1
北九州市立本城陸上競技場 093（692）0886 〒807-0806 北九州市八幡西区御開4-16-1
長崎県立総合運動公園陸上競技場 0957（22）0129 〒854-0061 諫早市宇都町27-1
熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING）  096（380）0783  〒861-8012  熊本市東区平山町2776
熊本市水前寺競技場 096（381）9323 〒862-0950 熊本市中央区水前寺5-23-3
ベストアメニティスタジアム 0942（81）1360 〒841-0034 鳥栖市京町812
佐賀県総合運動場陸上競技場 0952（30）5311 〒849-0923 佐賀市日の出2-1-10
大分銀行ドーム 097（528）7700 〒870-0126 大分市大字横尾1351
鹿児島県立鴨池陸上競技場 099（254）2161 〒890-0062 鹿児島市与次郎2-2-2

 5.ボクシング
日本プロボクシング協会 03(3812)7447 〒112-8575 文京区後楽1-3-61 東京ドーム内
東日本ボクシング協会 03(3812)5588 〒112-8575 同上
北日本ボクシング協会 0178(34)0863 〒031-0823 八戸市湊高台2-2-13
中日本ボクシング協会 052(243)8944 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-25-3
西日本ボクシング協会 06(6632)3798 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-7-2 寿司善サウスビル2F
西部日本ボクシング協会 096(326)7795 〒860-0842 熊本市南千反畑町1-19 本田ビル2F
財団法人日本ボクシングコミッション 03(3816)5761 〒112-8575 文京区後楽1-3-61 東京ドーム内
(財)JBC事務局中部事務局 03(3816)5761 〒112-8575 文京区後楽1-3-61 東京ドーム内
(財)JBC北海道事務局 011(821)8086 〒062-0934 札幌市豊平区平岸四条15-3-19  宗教法人札幌霊堂内
(財)JBC関西事務局 06(6263)5035 〒541-0051 大阪市中央区備後町1-4-16 備一ビル
(財)JBC西部事務局 092(477)6555 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-19 グランドハイツ博多701

［ジム］   
■東日本地区   
RK蒲田 03(6424)4422 〒144-0052 大田区蒲田 5-20-7 K520ビル3F
青木ジム 03(3232)8603 〒169-0075 新宿区高田馬場2-14-28
赤城ジム 043(224)7499 〒260-0854 千葉市中央区長洲1-23-4 オーチュウビル4F
足利J.Kジム 0284(62)0303 〒326-0844 足利市鹿島町203-7
足柄ジム 046(575)2582 〒258-0121 神奈川県足柄上郡山北町皆瀬川138
厚木ワタナベジム 046(223)6800 〒243-0018 厚木市中町3-13-2 石黒ビル5F
アルファジム 03(6806)7651 〒116-0014 荒川区東日暮里1-16-1
アベジム 0424(82)7725 〒182-0034 調布市布田1-47-1 辰巳ビル5F・6F
E&Jカシアスジム 045(662)9990 〒231-0024 横浜市中区吉浜町1-9-201
石川ボクシングジム立川 042(541)4141 〒196-0012 立川市曙町2-15-22 NEX立川ビル
石橋ジム 03(3392)4356 〒166-0004 杉並区阿佐ヶ谷南3-46-6
石丸ジム 047(477)1766 〒275-0016 習志野市津田沼2-10-19
一力ジム 03(3619)6101 〒131-0031 墨田区墨田3-37-7

団　体　名 所在地電話番号

イマオカジム 03(3409)1211 〒150-0002 渋谷区渋谷2-20-11 小寺ビル4F
稲毛ジム 043(287)3885 〒263-0051 千葉市稲毛区園生町1113
ウィン三迫ジム 03(3770)0211 〒150-0031 渋谷区桜丘町3-4 渋谷黒川ビル2-2A
宇都宮ジム 028(658)7327 〒321-0104 宇都宮市台新田1-18-6
宇都宮金田ジム 028(660)5104 〒321-0912 宇都宮市石井町1956-1
18鴻巣ジム 048(541)8828 〒365-0033 鴻巣市生出塚1-4-4
18古河ジム 0280(32)8118 〒306-0234 古河市上辺見1309-17
SRS 03(6825)8800 〒116-0013 荒川区西日暮里5-23-3 冠第2ビル1F
EBISUK's BOX 03(6427)0104 〒150-0021 渋谷区恵比寿西1-13-2 サンキビル3F
MTジム 042(700)5088 〒229-1131 相模原市西橋本2-1-2
岡野ジム 048(565)2272 〒348-0022 羽生市下手子林1418-2
オーキッドカワイジム 0468(76)3230 〒240-0112 三浦郡葉山町堀内1239 クレール葉山101
小熊ジム 049(226)1770 〒350-0043 川越市新富町2-1-15
大橋ジム 045(314)1994 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町1-7-12ハウスプラン横浜ビル3F・4F
オザキジム 03(3465)5599 〒151-0053 渋谷区代々木5-42-8
オサムジム 048(666)4682 〒331-0815 さいたま市北区大成町4-622
鹿島灘ジム 0299(82)9653 〒314-0032 鹿嶋市宮下1-4-15 大建ビル1F
角海老宝石ジム 03(3915)8904 〒170-0004 豊島区北大塚2-15-4
勝又ジム 03(5694)0015 〒133-0057 江戸川区西小岩1-26-5
金子ジム 03(3460)8353 〒155-0031 世田谷区北沢1-45-23
鎌ヶ谷ジム 047(443)2156 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷3-3-40
亀田ジム 03(5671)1333 〒124-0005 葛飾区宝町1-6-19
上滝ジム 03(5605)2525 〒134-0083 江戸川区中葛西4-20-20 エヌエスビル101
川崎新田ジム 044(932)4639 〒214-0014 川崎市多摩区登戸2929
川島ジム 03(5499)1327 〒145-0062 大田区北千束3-20-6 田部井ビル1F
木更津グリーンベイジム 0438(25)9130 〒292-0057 木更津市東中央3-3-1
北澤ジム 044(435)7555 〒211-0006 川崎市中原区丸子通1-634-1
吉祥寺鉄拳8ジム 042(245)6488 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町3-6-1 宇田川ビル1F
協栄ジム 03(6273)2117 〒169-0022 新宿区新宿5-2-1 ニュー番衆ビル2F
協栄山神ジム 0466(26)4563 〒251-0001 藤沢市西富1-3-16
極東ジム 03(5261)4450 〒112-0014 文京区関口1-1-5 サニーマンション
熊谷コサカジム 048(525)9551 〒360-0023 熊谷市佐谷田3929
K･カントリージム 04(2964)1296 〒358-0003 入間市豊岡5-1-7
KSジム 042(395)0311 〒189-0013 東村山市栄町1-2-12
KG大和ジム 046(260)9577 〒242-0021 大和市中央1-3-3 大和ビル204
KTTジム 055(228)1544 〒400-0815 甲府市国玉町1143
京浜ジム 03(3741)7677 〒143-0013 大田区大森南1-23-2
京浜川崎ジム 044(544)0761 〒210-0011 川崎市幸区幸町3-402
京葉ジム 0436(22)9609 〒290-0053 市原市平田1048
元気ジム 049(253)3754 〒354-0025 富士見市鶴瀬東1-7-45 栄ビル
拳誠ジム 045(301)0128 〒246-0035 横浜市瀬谷区下瀬谷3-16-10
コーエイ工業小田原ジム 046(536)1765 〒250-0865 小田原市蓮正寺842
国際ジム 03(6380)3620 〒116-0013 荒川区西日暮里2-48-8 富士マンション101号室
古口ジム 03(5995)3337 〒173-0024 板橋区大山金井町53-10
国分寺サイトージム 0423(25)3309 〒185-0021 国分寺市南町2-16-13
越谷634ジム 046(940)6348 〒343-0024 越谷市越谷1-16-12 大地ビル27
五代ジム 04(2944)9781 〒359-0021 所沢市東所沢1-5-6
世田谷オークラジム 03(3416)2017 〒157-0073 世田谷区砧2-20-16 グリーンキャピタル千歳船橋1F
齋田ジム 03(3992)9539 〒176-0001 練馬区練馬1-6-15
相模原ヨネクラジム 042(749)9275 〒228-0811 相模原市東林間5-11-8
笹崎ジム 03(3712)5677 〒152-0004 目黒区鷹番3-4-13
JB SPORTSジム 03(3849)2211 〒121-0816 足立区梅島3-11-19
シャイアン山本ジム 03(3395)8239 〒167-0023 杉並区上井草3-32-7 フェザーヒルB1
石神井スポーツジム 03(3995)8448 〒177-0041 練馬区石神井3-18-5 石神井SKコーポB1
ジャパンスポーツクラブ 03(3959)7904 〒173-0024 板橋区大山金井町9-3 MYビル ジャパン
シュウジム 03(6909)4117 〒101-0044 千代田区鍛治町2-8-12 吉川ビルB1
将拳ジム 0476(92)9019 〒286-0202 富里市日吉倉3-16-1F
白井・具志堅スポーツジム 03(5377)5535 〒168-0064 杉並区永福4-19-10 ユニオントウロワB1
新開ジム 044(833)0066 〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-24-9
新日本大宮ジム 048(646)6600 〒368-0854 さいたま市大宮区桜木町1-283
新日本カスガジム 0263(58)6071 〒399-0014 松本市平田東3-5-26
新日本木村ジム 03(3336)7161 〒165-0027 中野区野方6-3-4
スターロード 042(576)3776 〒186-0011 国立市谷保4157
スパイダー蓮浄院 048(269)9013 〒333-0851 川口市芝新町7-12 178177



団　体　名 所在地電話番号

●スポーツ関連団体連絡先一覧

新松戸高橋ジム 047(343)3388 〒270-0027 松戸市ニツ木1472
セレスジム 04(7165)1175 〒277-0005 柏市柏3-2-22 林ビル1F
全日本パブリックジム 03(3814)2360 〒113-0001 文京区白山1-1-2
草加有沢ジム 048(925)4669 〒340-0022 草加市瀬崎町1-11-7
TAIKOH小林ジム 0422(31)1181 〒181-0016 三鷹市深大寺2-35-51-107
高崎ジム 027(326)9060 〒370-0861 高崎市八千代町2-14-2
竹原&畑山ジム 03(6450)0978 〒143-0016 大田区大森北1-37-2 小林ビル2F
多寿満ジム 04(2953)6785 〒350-1305 狭山市入間川1-10-4
館林ジム 027(673)6642 〒374-0006 館林市当郷町1975-11
タムラジム 049(284)3417 〒350-0233 坂戸市南町16-5 福栄ビル3F
銚子ジム 0479(23)4048 〒288-0046 銚子市大橋町6-1
帝拳ジム 03(3269)6667 〒162-0825 新宿区神楽坂2-10 カグラヒルズ5F
ドリームジム 03(3919)1221 〒114-0002 北区王子3-3-8
T&Tジム 046(227)3390 〒243-0014 厚木市旭町1-29-14 南口ビル4F
TEAM 10COUNT 0463(20)5350 〒254-0034 平塚市宝町5-27 GAUDIビルB1
戸髙秀樹STUDIO Bee 03(5731)9618 〒152-0035 目黒区自由が丘1-17-17 FLEG自由が丘B1F
東京拳闘会 03(3971)7318 〒170-0013 豊島区東池袋5-6-3
渡嘉敷ジム 03(5358)7333 〒164-0013 中野区弥生町2-15-18 ペガサスビル2F
トクホン真闘ジム 03(3893)2720 〒116-0012 荒川区東尾久4-53-9
ナックルスポーツ 03(3772)3455 〒143-0021 大田区北馬込2-14-2 和田ビル1F
成田三愛ジム 043(496)6724 〒286-0905 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋262-2
日東ジム 03(3841)2378 〒110-0004 台東区下谷1-5-22
沼田ジム 042(493)8101 〒204-0022 清瀬市松山1-13-7 小林ビル3F
富士山ネクサスジム 080(5440)3411 〒403-0017 富士吉田市新西原1-19-7
野口ジム 03(3879)9796 〒120-0042 足立区千住龍田町13-2 ヴィラシマダ1F
八王子中屋ジム 042(622)7222 〒192-0072 八王子市南町3-8 第二原島ビル1F
花形ジム 045(932)0980 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4478-2
伴流ジム 03(3636)6688 〒136-0071 江東区亀戸6-40-8
ピストン堀口道場 0467(82)4745 〒253-0061 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-4-25
常陸大宮ジム 0295(52)0969 〒319-2200 常陸大宮市東富町472-2
ひたちなかジム 029(263)0786 〒311-1238 ひたちなか市美田多町251-1
ピューマ渡久地ジム 03(3583)6007 〒106-0044 港区東麻布1-25-3 富田ビル2F
ファイティング原田ジム 045(912)1828 〒224-0001 横浜市都筑区中川1-20-18 エバーラスティングA3
福田ジム 03(3965)8788 〒174-0056 板橋区志村3-18-24
船橋ドラゴンジム 0474(32)5222 〒273-0005 船橋市本町2-11-22
フラッシュ赤羽ジム 03(3598)5755 〒115-0045 北区赤羽2-24-3-2F
Boys'水戸ジム 029(224)1552 〒310-0021 水戸市南町1-3-11 南町スクランブル交差点ビル4F
本庄ジム 0495(21)3595 〒367-0025 本庄市西五十子372-4
本多ジム 043(242)2278 〒260-0032 千葉市中央区登戸1-16-1
マーベラスジム 042(552)9063 〒197-0023 福生市志茂139
マナベジム 03(3629)5542 〒125-0061 葛飾区亀有5-46-2
三迫ジム 03(5398)2403 〒179-0081 練馬区北町1-33-10
三谷大和ジム 047(486)2476 〒276-0032 八千代市八千代台東1-44-13
宮田ジム 03(3693)1894 〒124-0012 葛飾区立石7-7-10
山上ジム 03(3705)0711 〒154-0017 世田谷区世田谷1-47-13-1F
ヤマグチ土浦ジム 029(824)8686 〒300-0031 土浦市東崎町11-24
山龍ジム 03(3491)5425 〒141-0031 品川区西五反田5-1-10
横須賀ジム 0468(35)7484 〒239-0831 横須賀市久里浜3-29-1
横田スポーツジム 042(727)8592 〒194-0021 町田市中町1-19-1
横浜さくらジム 045(511)1008 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-6-7
横浜光ジム 045(584)7661 〒230-0061 横浜市鶴見区佃野町29-38
ヨネクラジム 03(3971)0181 〒171-0031 豊島区目白2-28-9
ライオンズジム 042(563)4058 〒207-0016 東大和市仲原4-5-1
ラウンドジム 048(833)6499 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9-20-8 フジビル2F
ランドジム 047(335)0072 〒273-0033 船橋市本郷町637-2ルーラル六番館1F
レイスポーツジム 047(302)5588 〒272-0021 市川市八幡2-16-15 本八幡西口ビル2F
レパード玉熊ジム 03(3222)9879 〒102-0074 千代田区九段南2-7-1
ロッキージム 03(3624)1496 〒130-0013 墨田区錦糸2-12-6
ワールド日立ジム 0294(24)4460 〒317-0072 日立市弁天町1-10-6 いずみや2F
輪島功一スポーツジム 03(5370)8458 〒167-0054 杉並区松庵3-32-11
ワタナベジム 03(5449)3278 〒141-0022 品川区東五反田5-28-12
ONE-TWOスポーツクラブ 03(3541)1212 〒104-0045 中央区築地2-7-3
ワールドスポーツジム 03(5242)0080 〒121-0813 足立区竹ノ塚6-16-7
UNITEDジム 03(6801)7070 〒134-0085 江戸川区南葛西2-11-20 エレガンス葛西

団　体　名 所在地電話番号

reasonジム 03(6662)8551 〒131-0045 墨田区押上2-20-12 美明ビル1F
■北日本地区   
協栄札幌赤坂ジム 011(851)5417 〒062-0034 札幌市豊平区西岡4条6丁目9-22
新日本仙台ジム 022(268)8557 〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-5-5
つるおか藤ジム 0235(23)7554 〒997-0802 鶴岡市伊勢原町2-17
TI山形ジム 023(641)3621 〒990-0057 山形市宮町2-1-17
ハ戸帝拳ジム 0178(34)0863 〒031-0823 八戸市湊高台2-2-13
ミナノジム 019(645)6558 〒020-0126 盛岡市安倍館町12-4
■中日本地区   
池田ジム 054(369)0424 〒424-0204 静岡市清水区興津中町1127-10
市野ビル 059(367)2333 〒513-0826 鈴鹿市住吉5-4-18
岡崎ジム 0564(53)1285 〒444-0802 岡崎市緑丘2-8-18
尾張水野ジム 0587(38)6036 〒482-0031 岩倉市八剣町郷46
蟹江ジム 0567(96)9430 〒497-0044 愛西市大井町浦田面552
カシミジム 0762(43)0223 〒921-8164 金沢市久安5-247
KOZOジム 0594(24)4800 〒511-0079 桑名市有楽町50 アクトビル3F
コパン星野敬太郎ジム 058(389)4600 〒509-0106 各務原市蘇原青雲町2-16-1-20
岐阜ヨコゼキジム 058(276)4090 〒500-8466 岐阜市加納本石町3-7
鈴鹿ニイミジム 059(368)0681 〒510-0226 鈴鹿市岸岡町大門3761
駿河ジム 054(627)1594 〒425-0074 焼津市柳新屋747-1
西遠ジム 053(464)6734 〒435-0054 浜松市中区上島1-2-10
泰栄ジム 0770(56)1282 〒914-0024 小浜市和久里9-1-25
大一スペースK 052(529)0454 〒451-0065 名古屋市西区天神山町2-19 三友ビル3F
タキザワジム 0566(74)8628 〒446-0023 安城市上条町熊野林61
中日ジム 052(238)9600 〒460-0008 名古屋市中区栄4-15-14
駿河男児ジム 0545(32)7227 〒417-0071 富士市国久保3-2-32 くじら館Ⅱ2F
トコナメジム 052(689)3221 〒476-0013 東海市中央町5-21
トヤマジム 076(411)9088 〒930-0834 富山市新庄町1-9-62
とよはしジム 0532(32)0106 〒441-8024 豊橋市花田町字西郷123
沼津石川ジム 0559(32)5033 〒410-0823 沼津市我入道秋葉町421-1
畑中ジム 052(911)2169 〒462-0809 名古屋市北区上飯田西町2-30-2
浜松堀内ジム 053(453)7435 〒432-8042 浜松市中区上浅田1-11-24
平石ジム 054(246)8798 〒420-0803 静岡市千代田5-3-3-4
富士ジム 0545(63)8754 〒416-0909 富士市松岡314-8
HEIWAジム 0562(54)0123 〒478-0055 知多市にしの台2-100-7
北陸イシマルジム 0770(24)3333 〒914-0814 敦賀市木崎2-17-5
松田ジム 052(671)6091 〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-15-18
三河ジム 0533(67)0270 〒443-0021 蒲郡市三谷町正眠庵10-7
三津山ジム 054(351)3113 〒424-0827 静岡市清水区万世町1-2-11
緑ジム 052(623)6767 〒458-0917 名古屋市緑区武路町1704
薬師寺ジム 052(243)8944 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-25-3
和光ジム 0565(57)3039 〒473-0925 豊田市駒場町中山4-1-2
■西日本地区   
IT佐藤ジム 072(792)8823 〒666-0121 川西市平野3-2-8 松本ビル2F
渥美ジム 06(6586)9224 〒557-0001 大阪市西成区山王3-7-3
明石ジム 078(911)5536 〒673-0842 明石市荷山町1855-10
アポロジム 06(6395)1865 〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-25
尼崎ジム 06(6431)7457 〒661-0026 尼崎市水堂町2-37-1
尼崎亀谷ジム 06(6422)5119 〒661-0021 尼崎市名神町3-15-10
井岡ジム 06(6562)2020 〒556-0022 大阪市浪速区久保吉1-2-21
井岡島根江津ジム 0855(52)2055 〒695-0017 江津市和木町606-6
井岡弘樹ジム 06(6562)2020 〒556-0022 大阪市浪速区桜川1-4-4
ウォズジム 075(393)5151 〒615-8005 京都市西京区桂上野東町101 ウェルネスアーク桂1F
江坂ジム 06(6369)0737 〒564-0044 吹田市南金田2-15-27
SFマキジム 075(957)5031 〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町谷田77-63
エディ・タウンゼントジム 072(661)9050 〒569-0086 大阪府高槻市松原町6-3 亀井ビル2F
江見ジム 0868(26)6258 〒708-0843 津山市国分寺2-10
大阪帝拳ジム 06(6925)4401 〒534-0021 大阪市都島区本通3-27-13
大星ジム 06(6714)5880 〒545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2-13-19
大星森垣ジム 0720(49)8626 〒573-1192 枚方市西禁野2-1573
正拳ジム 06(4809)0148 〒533-0022 大阪市東淀川区菅原7-5-39 エレガンス1F
風間ジム 06(6621)0666 〒546-0005 大阪市阿倍野区三明町2-9-21
金沢ジム 06(6752)8621 〒544-0004 大阪市生野区巽北3-12-12
川田ジム 088(695)2104 〒771-1507 阿波市土成町吉田原田市の四94-1 180179



団　体　名 所在地電話番号

●スポーツ関連団体連絡先一覧

北大阪ジム 06(6392)3330 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-29 (株)ディーオーアイ
京都拳闘会 075(612)7508 〒612-8086 京都市伏見区京町北7-2-1 伏水ビル1F
倉敷守安ジム 086(421)5647 〒710-0061 倉敷市浜ノ茶屋230-5
クラトキジム 073(461)3421 〒640-8483 和歌山市園部1363-8
グリーンツダジム 06(6981)2117 〒537-0002 大阪市東城区深江南1-11-11 ビーラックビル2F
黒潮ジム 0888(84)9640 〒780-8122 高知市高須新町4-4-4
堺東ミツキジム 072(226)1120 〒590-0077 堺市堺区中瓦町1-1-4 辻野ビル1F2F
堺フェニックス興和ジム 072(274)1594 〒593-8322 堺市西区津久野町1-8-28
JM加古川ジム 0794(35)7308 〒675-0123 加古川市別府町朝日町54-2
神拳阪神ジム 06(4868)3262 〒660-0813 尼崎市杭瀬寺島1-3-28
進光ジム 06(6773)0005 〒543-0052 大阪市天王寺区大道4-10-15
新日本大阪ジム 06(6661)1492 〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-19-9
泉北ジム 072(295)0202 〒590-0153 堺市南区大庭寺867-4
千里馬神戸ジム 078(241)2428 〒651-0079 神戸市中央区東雲通3-2-16
タイガジム 06(6745)4046 〒578-0977 東大阪市鴻池徳庵町4-26
仲里ジム 06(6646)3686 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町3-3-7-509
真正ジム 078(335)5157 〒650-0035 神戸市兵庫区西多聞通2-1-20
フュチュール 075(254)1908 〒604-0861 京都市中京区烏丸通竹屋町上ル大倉町215 クリスタープラザエム1F
大鵬ジム 06(6700)0300 〒547-0034 大阪市平野区背戸口2-15-7
高砂ジム 079(433)4378 〒676-0808 高砂市中筋5-2-25
塚原京都ジム 075(343)9214 〒600-8806 京都市上京区天満屋町310-1
奈良ジム 0742(94)5678 〒631-0817 奈良市西大寺北町1-2-11
白鷺ジム 0792(52)4756 〒671-0253 姫路市別所町別所3-202
VADYジム 078(643)0777 〒654-0039 神戸市長田区日吉町4-1-6 丸寿ビル1F
ハラダジム 06(6678)1848 〒559-0007 大阪市住之江区粉浜西2-2-18
フォーラムスポーツ 089(973)3535 〒790-0046 松山市余戸西5-33
姫路木下ジム 0792(88)7268 〒670-0966 姫路市延末1-101
BMBジム 0774(22)4225 〒611-0021 京都府宇治市里尻78
ヨシヤマジム 06(6320)5177 〒533-0014 大阪市東淀川区豊新5-13-1
六島ジム 06(6693)0610 〒558-0004 大阪市住吉区長居東3-21-11
雅ジム 072(367)0075 〒589-0008 大阪狭山市池尻自由丘1-5-11
森岡ジム 072(795)2001 〒666-0112 川西市大和西1-99-30
守口東郷ジム 06(6998)6369 〒570-0042 守口市方錦通2-7-25
八尾ジム 072(997)7207 〒581-0802 八尾市北本町1-4-12
陽光アダチジム 06(6973)1282 〒537-0025 大阪市東成区中道3-10-14
レンゴージム 06(6729)0687 〒577-0842 東大阪市足代2-1-33
ワイルドビート 06(6857)5570 〒561-0801 豊中市曽根西町1-2-2 ケイアンドエフ豊中ビル1F
■西部日本地区   
アズジム 082(285)7623 〒732-0803 広島市南区南蟹屋1-7-19
歩ジム 093(293)3069 〒811-4306 福岡県遠賀郡遠賀町旧停2-4-11
ウエスタン延岡ジム 0982(22)1145 〒882-0802 延岡市野地町3-3450-3
博多協栄ジム 092(512)3701 〒815-0037 福岡市南区玉川町18-12-1F
沖縄ワールドリングジム 098(898)8888 〒940-0111 沖縄県中頭郡北谷町砂辺360
折尾ジム 093(693)1212 〒807-0825 北九州市八幡西区折尾1-14-10-3F
鹿児島ジム 099(281)8100 〒890-0034 鹿児島市田上6-30-24
鹿児島川内ジム 0996(23)8469 〒895-0075 薩摩川内市東大小路町59-1
関門JAPANジム 0832(57)0055 〒751-0806 下関市一の宮3-1-1-2F
黒崎KANAOジム 093(644)7388 〒806-0067 北九州市八幡西区引野3-2-1
熊本ジム 096(354)6465 〒860-0821 熊本市本山1-4-8
具志川ジム 098(973)6332 〒904-0004 沖縄市中央1-14-2-2F
久留米櫛間ジム 0942(39)3933 〒830-0018 久留米市通町8-109-2
島袋ジム 098(934)9321 〒904-2151 沖縄市松本5-19-2 島袋ビル3F
ビックアームジム 0823(32)1202 〒737-0051 呉市中央2-4-17
新日本周南ジム 0834(62)6176 〒746-0015 周南市清水1-10-6
関ジム 092(715)3012 〒810-0023 福岡市中央区警固3-1-1 長浜ビル1F
筑豊ジム 0947(44)4530 〒825-0002 田川市大字伊田4976-6-2-4
中内ジム 0829(32)1400 〒738-0016 廿日市市可愛12-6
バーストジム 093(961)6090 〒802-0978 北九州市小倉南区蒲生3-5-47
平仲ボクシングスクールジム 098(856)7887 〒901-0201 沖縄県島尻郡豊見城村字真玉橋175-1
広島三栄ジム 082(261)1830 〒732-0055 広島市東区東蟹屋6-10 ロワールパレス2号館201
広島竹原ジム 082(286)5750 〒732-0044 広島市東区矢賀新町5-2-9
福岡帝拳ジム 092(771)2626 〒810-0034 福岡市中央区笹丘1-6-20
FUKUOKAジム 0940(43)5833 〒811-3214 福津市花見が丘1-7-16
フジタジム 092(882)2486 〒819-0041 福岡市西区拾六町2-4-1

団　体　名 所在地電話番号

公益社団法人　日本ダンス議会 中央区八丁堀3 - 6-１京橋長岡ビル8F-B
7.ダンス

株式会社日本レースプロモーション

［チーム］
有限会社ダンディライアン
株式会社エムケイカンパニー
株式会社チームルマン
株式会社リアル
株式会社Ｍ－ＴＥＣ
株式会社ディーティーエム
有限会社ホシノレーシング
株式会社インギング
株式会社セルモ
有限会社中嶋企画
株式会社トムス
株式会社ル・ボーセモータースポーツ

［サーキット］
鈴鹿サーキット
ツインリンクもてぎ
富士スピードウェイ
スポーツランドＳＵＧＯ
オートポリス

千代田区九段南2-3-25平安堂ビル3F

西宮市松生町18-24-101
港区赤坂2-23-1アークヒルズフロントタワーRoP 1104
渋谷区広尾3-2-15
港区赤坂3-21-15東都赤坂ビル5Ｆ
朝霞市膝折町2-15-11
裾野市千福72-1
世田谷区桜丘5-32-3
周南市南浦山町2-2
静岡県駿東郡小山町用沢1345－3
渋谷区渋谷3-5-1渋谷グランドハイツ1104
世田谷区等々力6-13-10
栃木県芳賀郡茂木町林930-30

鈴鹿市稲生町7992
栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
静岡県駿東郡小山町中日向694
宮城県柴田郡村田町菅生6-1
日田市上津江町上野田1112-8

8.フォーミュラ・カーレース

03(3297)2105 〒104-0032

03(3237)0131

0798(70)0048
03(6459)1360
03(3400)5086
03(5114)6045
048(462)3111
055(992)7000
03(3439)1122
0834(22)5248
0550(78)1130
03(3486)4258
03(3704)1887
0285(64)1962

059(378)1111
0285(64)0001
0550(78)1234
0224(83)3111
0973(55)1111

〒102-0074

〒662-0076
〒107-0052
〒150-0012
〒107-0052
〒351-8586
〒410-1116
〒156-0054
〒745-0868
〒410-1326
〒150-0002
〒158-0082
〒321-3563

〒510-0295
〒321-3597
〒410-1307
〒989-1394
〒877-0312

公益社団法人日本プロボウリング協会
公益社団法人日本ボウリング場協会
公益財団法人全日本ボウリング協会
日本ボウラーズ連盟
全国実業団ボウリング連盟
ジャパンレディースボウリングクラブ
日本ボウリング商工会

港区芝浦1-13-10第三東運ビル2F
港区芝浦2-12-13田町ハイレーンビル7F
港区芝4-4-10サンライズ長井ビル8F
千代田区猿楽町2-2-6畑山第一ビル2F
大田区蒲田5-33-4川名ビル2F
港区芝浦3-15-1シティテラス304
目黒区目黒2-15-14

 6.ボウリング
03(6436)0310
03(5419)6422
03(3452)4501
03(3295)7702
03(3733)5888
03(3452)1532
03(3791)6871

〒105-0023
〒108-0023
〒108-0014
〒101-0064
〒144-0052
〒108-0023
〒153-0063

本田フィットネスジム 096(326)7795 〒860-0842 熊本市南千反畑町1-19
マサ伊藤ジム 0835(23)0250 〒747-0822 防府市勝間1-3-28
三松スポーツジム 092(502)0661 〒816-0803 春日市春日原南4-37-89
都城レオスポーツジム 0986(21)3572 〒885-0086 都城市久保原町3-14-1
宮崎ワールドジム 0985(29)3359 〒880-0878 宮崎市大和町103-3
ヤマカワスポーツジム 0836(43)0711 〒759-0207 宇部市大字際波2170-13
琉球ジム 098(893)6670 〒901-2206  宜野湾市愛知235
冷研鶴崎ジム 0975(21)2841 〒870-0127 大分市森町36-14
長崎ハヤシダ 095(849)6077 〒850-0045 長崎市宝町6-24 村島ビル1F
HKスポーツ 093(473)3238 〒800-0217 北九州市小倉南区下曽根3-4-23-2F
S＆Kジム 096(337)7233 〒860-8001 熊本市武蔵ヶ丘6-4-90
J.中津ジム 0979(82)2180 〒871-0085 中津市豊田町2-427-1
広島拳闘会 082(299)8586 〒733-0037 広島市西区西観音町8-9-3F
ミサイル工藤ジム 0979(549)6711 〒870-0877 大分市大字賀来字九反田4061
YANAGIHARAボクシング&フィットネスジム 093(513)1666 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛治町1-2-16-2F

182181



団　体　名 所在地電話番号

●スポーツ関連団体連絡先一覧

03（3591）5251
03（3591）5251
03（3429）5101
047（491）0333
028（647）0650
0246（43）3185
0285（44）0090
0146（28）1211
0985（25）3448
077（558）0101
029（885）2111

011（726）0461
0138（53）1021
024（534）2121
025（259）3141
047（334）2222
042（363）3141
052（623）2001
075（631）3131
0798（51）7151
093（962）3236

011（221）6515
011（221）6421
0154（40）3471
0172（58）2020
0182（32）9100
0194（65）5390

0229（53）2999
0248（27）8858
03（3543）3531
03（3815）2725
03（3632）4604
03（5600）1620
03（3844）0095
03（3580）7059
03（3432）4524
03（3354）6457
03（3498）6636
042（522）1200
  
042（466）1666
045（231）1504
  
045（253）1330
045（475）9120
048（881）1551
044（233）6701
055（263）6700
027（326）5648
053（455）5676
052（321）8355
075（531）6913
06（6641）6556
06（6213）5898
06（6372）4345

〒105-0003
〒106-8401
〒158-8523      
〒270-1431
〒320-0856
〒972-8325
〒329-0412
〒057-0171
〒880-0036      
〒520-3085
〒300-0493

〒060-0016
〒042-8585
〒960-8114
〒950-3301
〒273-0037
〒183-0024
〒470-1132
〒612-8265
〒665-0053
〒802-0841

〒060-0063
〒060-0062
〒088-0606
〒038-1111
〒013-0043
〒028-7913
〒020-0803
〒023-0831
〒989-6321
〒961-8061
〒104-0061
〒112-0004
〒130-0022
〒130-0022
〒111-0032
〒105-0003
〒105-0021
〒160-0022
〒150-0002
〒190-0022
〒190-0022
〒188-0011
〒231-0065
〒231-0064
〒231-0045
〒222-0033
〒336-0016
〒210-0011
〒406-0036
〒370-0044
〒430-0933 
〒454-0012
〒605-0811
〒556-0011
〒542-0071
〒530-0012
〒530-0012

港区西新僑1-1-19
港区六本木6-11-1
世田谷区上用賀2-1-1
白井市根835-1
宇都宮市砥上町321-4
いわき市常磐白鳥町上ノ原71
栃木県下野市柴1400-4
北海道浦河郡浦河町字西舎535-13
宮崎市花ケ島町大原2347
栗東市御園1028
茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2

札幌市中央区北16条西16-1-1
函館市駒場町12-2
福島市松浪町9-23
新潟市北区笹山3490
船橋市古作1-1-1
府中市日吉町1-1
豊明市間米町敷田1225
京都市伏見区葭島渡場島町32
宝塚市駒の町1-1
北九州市小倉南区北方4-5-1

札幌市中央区南3条西4-3
札幌市中央区南2条西5-20
北海道釧路郡釧路町中央2-5
青森県南津軽郡田舎館村大字高樋字大曲7-1
横手市安田字向田201
岩手県九戸郡洋野町種市第24地割144
盛岡市新庄字上八木田10
奥州市水沢区姉体町阿久戸1-2
大崎市三本木字善並田24-1
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前山50
中央区銀座2-10-13
文京区後楽1-3-61
墨田区江東橋3-8-2
墨田区江東橋2-11-7
台東区浅草2-8-6
港区西新橋1-1-19
港区東新橋2-18-1
新宿区新宿4-2-11
渋谷区渋谷3-12-10
立川市錦町1-3-6
立川市錦町1-3-18
西東京市田無町2-1-1
横浜市中区宮川町3-70
横浜市中区野毛町3-136
横浜市中区伊勢佐木町1-7-1
横浜市港北区新横浜2-15-7
さいたま市南区大谷場1-8-42 浦和競馬場内
川崎市川崎区富士見1-5-1 川崎競馬場内
笛吹市石和町窪中島1017-1
高崎市岩押町12-16
浜松市中区鍛冶町1-2　｢かじ町プラザ｣4F
名古屋市中川区尾頭橋1-1-47
京都市東山区大和大路通り四条下ル4丁目小松町1
大阪市浪速区難波中2-10-70
大阪市中央区道頓堀1-3-3
大阪市北区芝田2-1-16
大阪市北区芝田2-2-33

9.競馬
［中央競馬］
日本中央競馬会本部 
六本木事務所   
馬事公苑 
競馬学校 
競走馬総合研究所 
競走馬総合研究所常磐支所 
競走馬総合研究所栃木支所 
日高育成牧場 
宮崎育成牧場 
栗東トレーニング・センター 
美浦トレーニング・センター

［中央競馬・競馬場］
札幌競馬場 
函館競馬場 
福島競馬場 
新潟競馬場 
中山競馬場 
東京競馬場 
中京競馬場 
京都競馬場 
阪神競馬場 
小倉競馬場

［ウインズ（場外勝馬投票券発売所）］
ウインズ札幌（Ａ館）
ウインズ札幌（Ｂ館）   
ウインズ釧路 
ウインズ津軽
ウインズ横手
ウインズ種市
ウインズ盛岡
ウインズ水沢
ウインズ三本木
ウインズ新白河 
ウインズ銀座 
ウインズ後楽園
ウインズ錦糸町（東館）   
ウインズ錦糸町（西館）
ウインズ浅草 
ウインズ新橋
ウインズ汐留 
ウインズ新宿 
ウインズ渋谷 
ウインズ立川（Ａ館）
ウインズ立川（Ｂ館）
エクセル田無
ウインズ横浜（Ａ館）
ウインズ横浜（Ｂ館）
エクセル伊勢佐木
ウインズ新横浜
ウインズ浦和
ウインズ川崎
ウインズ石和
ウインズ高崎
エクセル浜松
ウインズ名古屋
ウインズ京都   
ウインズ難波  
ウインズ道頓堀   
ウインズ梅田（Ａ館）  
ウインズ梅田（Ｂ館）

団　体　名 所在地電話番号

078（392）8474

079（289）8432
082（262）5225
0859（25）1888
087（866）6300
083（972）2019
093（671）7001
092（400）1904
0956（27）1100
0965（38）3040
0985（25）3448

03（3505）4155
03（3583）6841

0155（34）0825
01456（2）4110
011（717）1987
019（651）2999
0197（23）2999
048（881）1551
047（431）2156
03（3763）2151
044（233）6701
076（258）5761
058（387）3278
052（661）9791
052（623）2001
06（6491）0601 
0792（82）5181
088（841）5123
0942（83）4538

0152（68）2001
0157（24）7911
0126（22）8611
0154（23）2311
0166（39）2400
01654（9）4008
0166（25）6711
0154（64）5008
01464（2）8900
01462（4）4507
0134（31）5320
0125（24）9521
01537（9）8007
011（391）8600
0133（64）0816 
011（221）5767
011（522）2278
011（633）1333
0123（40）9000
0143（83）6887
0138（44）4800
0144（38）0620
0164（34）6400
0172（58）2999
0176（28）2999

〒650-0022
〒650-0022
〒670-0882
〒732-0824
〒683-0104
〒761-8057
〒754-0001
〒805-0071
〒810-0801
〒859-3243
〒869-5138
〒880-0036
〒841-0073
〒864-0003

〒106-8639
〒106-8639

〒080-0023
〒055-0008
〒060-0016
〒020-0803
〒023-0831
〒336-0016
〒273-0013
〒140-0012
〒210-0011
〒920-3105
〒501-6191
〒455-0069
〒470-1132
〒661-0951
〒670-0882
〒781-0271
〒841-0073

〒093-0004
〒090-0001
〒068-0026
〒085-0033
〒078-8336
〒096-0011
〒070-0030
〒088-0621
〒056-0025
〒057-0013
〒047-0008
〒073-0031
〒086-1031
〒069-0813
〒061-3244
〒060-0004
〒064-0806
〒063-0812
〒066-0063
〒059-0035
〒041-0821
〒053-0033
〒074-0003
〒038-1111
〒034-0051

神戸市中央区元町通2-10-2
神戸市中央区元町通3-7-1
姫路市広峰2-7-80
広島市南区的場町1-1-8
米子市大崎3602-3
高松市田村町字中川原426-3
山口市小郡上郷5360
北九州市八幡東区東田5-2-8
福岡市博多区中州3-7-24
佐世保市ハウステンボス町8-6
八代市日奈久平成町1-13
宮崎市花ヶ島町大原2347
鳥栖市江島町字西谷3256-228
荒尾市宮内出目72

港区麻布台2-2-1
港区麻布台2-2-1

帯広市西13条南9-1
北海道沙流郡日高町富川駒丘76-1
札幌市中央区北16条西16
盛岡市新庄字上八木田10
奥州市水沢区姉体町阿久戸1-2
さいたま市南区大谷場1-8-42
船橋市若松1-2-1
品川区勝島2-1-2
川崎市川崎区富士見1-5-1
金沢市八田町西1
岐阜県羽島郡笠松町若葉町12
名古屋市港区泰明町1-1
豊明市間米町敷田1225
尼崎市田能2-1-1
姫路市広峰2-7-80
高知市長浜宮田2000
鳥栖市江島町字西谷3256-228

網走市南4条東1-1-3 APTマツブンビル1Ｆ　
北見市小泉408-1
岩見沢市6条西2
釧路市若松町2-13
旭川市南6条通20丁目1978-17
名寄市西1条南8丁目1-1
旭川市宮下通15
北海道釧路郡釧路町桂木3-1
北海道日高郡新ひだか町静内木場町2-1-30
北海道浦河郡浦河町大通3 ショッピングセンターＭio2F
小樽市築港11-2 ウイング・ベイ小樽1Ｆ
滝川市栄町3 高林デパート地下
北海道標津郡中標津町東31条南1-5
江別市野幌町68番地 パチンコクラウン大盛2F
石狩市新港南2丁目729（サテライト石狩内）
札幌市中央区北4条西2丁目 パチンコひまわりタワー5F・6F
札幌市中央区南6条西1丁目1-1サテライト札幌 2F
札幌市西区琴似2条1丁目3三光ビル2・3F
千歳市幸町3丁目3-2
登別市若草町4丁目23
函館市港町3丁目17
苫小牧市木場町1-3-6 トマ・モール地下
北海道深川市3条22番26号
青森県南津軽郡田舎館村大字高樋字大曲7-1
十和田市大字伝法寺字平窪37-14

ウインズ神戸（Ａ館）  
ウインズ神戸（Ｂ館）  
ウインズ姫路
ウインズ広島
ウインズ米子
ウインズ高松
ウインズ小郡
ウインズ八幡
エクセル博多
ウインズ佐世保
ウインズ八代
ウインズ宮崎
ウインズ佐賀
ウインズ荒尾

 ［地方競馬］
全国公営競馬主催者協議会
地方競馬全国協会

［地方競馬・競馬場］
帯広競馬場
門別競馬場
札幌競馬場
盛岡競馬場
水沢競馬場
浦和競馬場
船橋競馬場
大井競馬場
川崎競馬場
金沢競馬場
笠松競馬場
名古屋競馬場
中京競馬場
園田競馬場
姫路競馬場
高知競馬場
佐賀競馬場

［場外勝馬投票券発売所］
アプスポット網走
ミントスポット北見
ハロンズ岩見沢
ハロンズ釧路
レラスポット北彩都
ハロンズ名寄
旭川レーシングセンター
Ａｉｂａくしろ
Ａｉｂａ静内
Ａｉｂａ浦河
Ａｉｂａ小樽
Ａｉｂａ滝川
Ａｉｂａ中標津
Ａｉｂａ江別
Ａｉｂａ石狩
Ａｉｂａ札幌駅前
Ａｉｂａ札幌中央
Ａｉｂａ琴似
Ａｉｂａ千歳
Ａｉｂａ登別室蘭
Ａｉｂａ函館港町
Ａｉｂａ苫小牧
深川場外発売所
ウインズ　津軽
テレトラック　十和田 184183



団　体　名 所在地電話番号

●スポーツ関連団体連絡先一覧

UMACCO盛岡大通
テレトラック　宮古
テレトラック　種市
テレトラック　安代&りんどう館
テレトラック　横手
テレトラック　山本
テレトラック　三本木
ＪＲＡ東京競馬場内発売所
offt 大郷
ニュートラックかみのやま
ニュートラック松山
ニュートラックいいたて
オープス磐梯
offt 新潟
三条場外発売所
オープス中郷
offt 伊勢崎
offt ひたちなか
offt 後楽園
offt 汐留
エフケイバ成田
エフケイバ木更津
ウインズ新橋
ジョイホース横浜
ジョイホース双葉
ジョイホース浜松
益田場外発売所
笠松競馬場早朝前売発売所
シアター恵那
サンアール大須
サンアール弥富
サンアール磯部
ＪＲＡ中京競馬場内発売所
ウインズ難波
DASHよかわ
ＪＲＡウインズ神戸Ｂ館
DASH福山駅前
DASH柳津
パルス藍住
パルス高知
パルス宿毛
トゥルー佐賀
トゥルー鳥栖
ドリームなかつ
宮崎田野場外発売所
ふるさとコーナー
ＢＡＯＯ高崎
BAOO鳥取岩美
ＢＡＯＯ三刀屋
ＢＡＯＯ東広島
ＢＡＯＯ宇部
BAOO天文館
BAOO荒尾

―
0193（63）2999
0194（65）2999
0195（72）2999
0182（36）2999
0185（83）2999
0229（53）2999
042（358）3699
022（359）2464
023（672）0373
0234（62）3355
0244（48）2211
0242（74）1130
025（259）3260
0256（34）1531
0255（74）4340
0270（23）0535
029（265）5800
03（3818）0283
03（5401）0702
0479（78）2410
0438（23）0513
03（3506）0483
0120 （846 ） 089
0551（200）200
0120（840）802
0586（23）3733
058（276）8357
0573（25）7767
052（387）8858
0567（68）6121
0599（56）0010
052（625）3795
―
0794（72）2091
―
084（932）3932
084（934）8859
088（693）2255
088（871）5678
0880（62）0123
0952（62）5811
0942（85）2765
0979（23）4919
0985（55）7730
03（3763）2151
027（322）5192
0857（37）5800
0854（45）0077
082（420）7800
0836（59）0200
099（216）3355
0968（62）2466

〒020-0022
〒027-0083
〒028-7913
〒028-7532
〒013-0043
〒018-2303
〒989-6322
〒183-0024
〒981-3521
〒999-3101
〒999-6852
〒960-1721
〒969-3302
〒950-3103
〒955-0091
〒949-2305
〒372-0801
〒312-0005
〒112-0004
〒105-0021
〒289-1608
〒292-0831
〒105-0003
〒231-0062
〒400-0105
〒430-0933
〒698-0041
〒501-6014
〒509-7201
〒460-0011
〒498-0065
〒517-0213
〒470-1132
〒556-0011
〒673-1114
〒650-0022
〒720-0066
〒729-0114
〒771-1211
〒780-0870
〒788-0052
〒840-0201
〒841-0074
〒871-0033
〒889-1701
〒140-0012
〒370-0044
〒681-0073
〒690-2404
〒739-2208
〒755-0241
〒892-0844
〒864-0003

盛岡市大通1ヒグチビル2F
宮古市大通4-3-13
岩手県九戸郡洋野町種市第24地割144
八幡平市安代町小柳田360
横手市安田字向田201
秋田県山本郡三種町森岳字東堤沢72-3
大崎市三本木字善並田24-1
府中市日吉町1-1
宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前78番地
上山市金瓶字湯坂山20-1
山形県飽海郡松山町大字相沢字道脇325-1
福島県相馬郡飯舘村飯樋字大西1-6
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字小柴坂6837-28
新潟市白勢町字古川2467
三条市大字上須頃字中沢道上3
上越市中郷区四ツ屋237
群馬県伊勢崎市宮子町3074 伊勢崎オートレース場グリーンスタンド4階
ひたちなか市新光町65番地
文京区後楽1-3-61
港区東新橋2-18-1 ウインズ汐留7F
千葉県山武郡芝山町岩山1411
千葉県木更津市富士見1丁目2番1号アクア木更津 地下1階
港区西新橋1-1-19
横浜市中区桜木町1-1桜木町ゴールデンセンター（ぴおシティ）7F
山梨県甲斐市下今井2998番地
静岡県浜松市中区鍛冶町1番地の2　かじ町プラザ3階益田市高津4-7-1
益田市高津4-7-1
岐阜県羽島郡岐南町薬師寺4-19
恵那市大井町字奥戸2709-55
名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビル2F
弥富市駒野町1
志摩市磯部町穴川511-5
豊明市間米町敷田1225
大阪市浪速区難波中2-10-70
三木市吉川町吉安877-442（サテライト阪神内）
神戸市中央区元町通3-7-1
福山市三之丸町30-１
福山市柳津町1-5-7 ゆめタウン松永
徳島県板野郡藍住町徳命字元村東25-1
高知市本町1-7-7
宿毛市和田1400-1
佐賀市大和町尼寺字二本松
鳥栖市西新町字所熊1422-135
中津市島田持廣134-17 ゆめタウン中津1Ｆ
宮崎市田野町字中河原11348
品川区勝島2-1-2
高崎市岩押町12-16
鳥取県岩美郡岩美町大谷1645
雲南市三刀屋町三刀屋45-1
東広島市河内町入野1297-91
宇部市大字東岐波字横尾1519-8
鹿児島市山之口町7-2勝利ビル
荒尾市宮内出目72

団　体　名 所在地電話番号

公益財団法人JKA
社団法人全国競輪施行者協議会
公益財団法人日本自転車競技会
一般社団法人日本競輪選手会

［競輪場］
函館競輪場
青森競輪場
いわき平競輪場
弥彦競輪場
前橋競輪場（グリーンドーム前橋）
取手競輪場
宇都宮競輪場
大宮競輪場
西武園競輪場
京王閣競輪場
立川競輪場
松戸競輪場
千葉競輪場
川崎競輪場
平塚競輪場
小田原競輪場
伊東温泉競輪場
静岡競輪場
名古屋競輪場
一宮競輪場
豊橋競輪場
岐阜競輪場
大垣競輪場
松阪競輪場
四日市競輪場
富山競輪場
福井競輪場
京都向日町競輪場
奈良競輪場
和歌山競輪場
岸和田競輪場
玉野競輪場
広島競輪場
防府競輪場
高松競輪場
小松島競輪場
高知競輪場
松山競輪場
小倉競輪場
別府競輪場
武雄競輪場
佐世保競輪場
久留米競輪場
熊本競輪場

［場外車券売場］
サテライト松風
サテライト石狩
サテライト札幌
藤崎場外車券売場
青森前売サービスセンター
サテライト六戸
サテライト石鳥谷
サテライト大和
サテライト宮城

03（3512）1251
03（6802）7020
045（664）1792
03（5970）6700

0138（51）3121
017（787）2020
0246（23）3751
0256（94）2066
027（231）4508
0297（74）1111
028（625）0100
048（641）1002
042（922）4100
042（489）1311
042（524）1121
047（362）2181
043（251）7111
044（233）5501
0463（21）3935
0465（23）1101
0557（37）4260
054（283）3205
052（411）0180
0586（72）4391
0532（61）3136
058（245）3161
0584（78）3185
0598（23）6111
059（331）3457
076（438）3400
0776（34）3000
075（921）0317
0742（45）4481
073（431）1019
072(422) 4846   
0863（31）5281
082（254）5445
0835（22）1212
087（851）5036
0885(32) 0290
088（833）2657
089（965）4300
093（941）0945
0977（67）5578
0954（23）2701
0956（31）4797
0942（43）3996
096（383）5215

0138（22）6600
0133（64）0811
011（511）4000
0172（75）3093
0177（77）2133
0176（70）1800
0198(46)1188
022（344）1671
0224（82）1777

〒102-8011
〒111-0043
〒220-8551
〒174-8611

〒042-0944
〒038-0042
〒970-8036
〒959-0323
〒371-0035
〒302-0023
〒320-0054
〒330-0803
〒359-1133
〒182-0025
〒190-0012
〒271-0064
〒260-0045
〒210-0011
〒254-0801
〒250-0045
〒414-0055
〒422-8021
〒453-0053
〒491-0025
〒440-0066
〒500-8144
〒503-0821
〒515-0078
〒510-0012
〒931-8376
〒918-8052
〒617-0002
〒631-0811
〒640-8076
〒596-0006
〒706-0002
〒734-0011
〒747-0021
〒760-0066
〒773-0006
〒780-8031
〒790-0948
〒802-0065
〒874-0022
〒843-0022
〒857-0852
〒839-0862
〒862-0950

〒040-0035
〒061-3244
〒064-0806
〒038-3801
〒030-0803
〒033-0071
〒028-3153
〒981-3419
〒989-1305

千代田区六番町4-6
台東区駒形1-12-14日本生命浅草ビル6階
横浜市西区桜木町6-31
板橋区蓮根3-14-29

函館市金堀町10-8
青森市大字新城字平岡1-1
いわき市平谷川瀬字西作1
新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦2621
前橋市岩神町1-2-1
取手市白山6-2-8
宇都宮市東戸祭1-2-7
さいたま市大宮区高鼻町4大宮公園内
所沢市荒幡1215
調布市多摩川4-31-1
立川市曙町3-32-5
松戸市上本郷594
千葉市中央区弁天4-1-1
川崎市川崎区富士見2-1-6
平塚市久領堤5-1
小田原市城山4-10-1
伊東市岡1280
静岡市駿河区小鹿2-9-1
名古屋市中村区中村町字高畑68
一宮市羽衣2-5-105
豊橋市東田町87
岐阜市東栄町5-16-1
大垣市早苗町1-1
松阪市春日町3-1
四日市市大字羽津甲5163
富山市岩瀬池田町8-2
福井市明里町2-65
向日市寺戸町西ノ段5
奈良市秋篠町98
和歌山市五筋目10-1
岸和田市春木若松町22-38
玉野市築港5-18-1
広島市南区宇品海岸3-6-40
防府市国分寺町8-2
高松市福岡町1-4-46
小松島市横須町5-57
高知市大原町45
松山市市坪西町796-6
北九州市小倉北区三萩野3-1-1
別府市亀川東町1-36
武雄市武雄町大字武雄4439
佐世保市干尽町2-5
久留米市野中町2
熊本市中央区水前寺5-23-1

函館市松風町10-9
石狩市新港南2-729
札幌市中央区南六条西1-1-1
青森県南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木71-3
青森市安方1-6-1
青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢146
花巻市石鳥谷町小森林第2地割10-1
宮城県黒川郡大和町まいの4丁目5-1
宮城県柴田郡村田町小池336

10.競輪
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団　体　名 所在地電話番号

サテライト六郷
サテライト男鹿
郡山場外車券売場
サテライト会津
サテライト福島
サテライトかしま
サテライトあだたら
サテライト水戸
サテライトしおさい鹿島
ウインドーム館林（館林場外）
利根西前売サービスセンター
ラ・ピスタ新橋
サテライト双葉
サテライト中越
サテライト妙高
サテライト新潟
サテライト阿賀野
サテライト成田
サテライト鴨川
サテライト市原
サテライト船橋
サテライト横浜
サテライト名古屋
川越場外車券売場
サテライト大阪
サテライト阪神
サテライト山陰
サテライト津山
サテライト笠岡
サテライト山陽
サテライト宇部
防府駅前サービスセンター
国道前売サービスセンター
サテライト観音寺
サテライト鴨島
サテライト徳島
サテライト南国
サテライト安田
二番町前売サービスセンター
サテライトこまつ
サテライト西予
ハイビジョンシアター門司
サテライト若松
サテライト久留米
サテライト北九州
サテライト中洲
サテライト武雄
サテライト長崎
サテライト宇佐
サテライト宮崎
サテライト三股
サテライト門川
サテライトみぞべ
サテライトきもつき
サテライト阿久根
サテライト鹿児島
サテライト薩摩川内

0187（84）4888
0185（35）4848
024（944）4446
0241（23）0377
024（554）0040
0244（46）1555
0243（53）2267
029（288）3941
0299（83）0003
0276（75）0355
027（231）4508
0120（666）401
0551（20）0200
0258（52）1200
0255（70）5535
025（286）5290
0250（68）5700
0479（78）2410
04（7099）8111
0436（42）0911
047（431）5512
045（663）3900
0120（095）550
0593（65）5473
0120（681）102
0794（72）2090
0852（53）0801
0868（24）3196
0865（63）1300
0848（60）8811
0836（59）0500
0835（22）1212
0875（57）5636
0875（57）5636
0883（26）0420
088(677)5503
088（863）8815
0887（38）2200
089（965）4300
0898（72）6600
0894（69）1388
093（941）0945
093（941）0945
0942（32）8818
09496（2）7600
0120(35)3196
0954（23）2701
0957（49）1488
0978（32）0036
0985（74）3756
0986（53）3001
0982（63）1388
0995（59）1111
0994（68）8522
0996（75）0380
099（222）5000
0996（29）3571

〒019-1404
〒010-0341
〒963-8811
〒966-0005
〒960-0101
〒979-2302
〒969-1403
〒311-4313
〒314-0021
〒374-0013
〒371-0854
〒105-0004
〒407-0105
〒940-0244
〒944-0073
〒950-0925
〒959-2212
〒289-1608 
〒296-0103
〒290-0066
〒273-0012 
〒231-0062
〒460-0008
〒510-8114
〒542-0073
〒673-1114
〒699-0111
〒708-0023
〒714-0081
〒729-0413
〒755-0241
〒747-0034
〒768-0040
〒768-0064
〒776-0001
〒770-0873
〒783-0007
〒781-6422
〒790-0002 
〒799-1101
〒797-0043
〒800-0032
〒808-0075 
〒830-0048
〒820-1111
〒810-0801
〒843-0023
〒854-1102
〒879-0474
〒880-0125
〒889-1912
〒889-0603
〒899-6401
〒893-1204
〒899-1601
〒892-0843
〒895-0005

秋田県仙北郡美郷町六郷古館南6
男鹿市船越内子294-1055
郡山市方八町1-11-29
喜多方市岩月町大都字五貫沢3839
福島市瀬上町字北中川原6-1
南相馬市鹿島区南柚木八久々沢42
二本松市渋川字舟山180-3
茨城県東茨城郡城里町上入野1551-1
鹿嶋市粟生字東山2339-1
館林市赤生田町345
前橋市大渡町1-2-10
港区新橋2-7-1
甲斐市下今井2998
長岡市比礼1692-1
妙高市大字長森2113
新潟市中央区弁天橋通1-4-17
阿賀野市久保196-1
千葉県山武郡芝山町岩山1411
鴨川市上小原482-1
市原市五所1966-1
船橋市浜町2-4-1
横浜市中区桜木町1-1
名古屋市中区栄3丁目9-21
三重県三重郡川越町亀崎新田里中18-7
大阪市中央区日本橋1-4-18
三木市吉川町吉安字奥山877-442
松江市東出雲町意宇南4-3-1
津山市大手町5-10
笠岡市笠岡2388番地
三原市本郷町南方大判平2111-2
宇部市大字東岐波字横尾1519-8
防府市天神1-1-30
観音寺市柞田町字中出甲466-1
観音寺市琴浪町2丁目1-3
吉野川市鴨島町牛島字西條前2194-1
徳島市東沖洲2-8 マリンピア沖洲
南国市明見830
高知県安芸郡安田町唐浜231
松山市二番町4-7-3
西条市小松町新屋敷甲1032-1
西予市宇和町大江188-1
北九州市門司区不老町1-1-1
北九州市若松区赤岩町13-1
久留米市梅満町69-1
飯塚市勢田2442-1
福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツビル3階
武雄市武雄町大字昭和879
諫早市飯盛町山口978-1
宇佐市山下1456-4
宮崎市大字広原4603
宮崎県北諸県郡三股町大字宮村2075-1
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草130-1
霧島市溝辺町有川字池田2356
鹿児島県肝属郡肝付町富山1961-1
阿久根市折口字筒田江3494-1
鹿児島市千日町13-26
薩摩川内市永利町784

団　体　名 所在地電話番号

一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会
全国モーターボート施設所有者協議会
公益社団法人日本モーターボート選手会
［ボートレース場］（電話番号は“案内”）
ボートレース桐生 
ボートレース戸田 
ボートレース江戸川
ボートレース平和島 
ボートレース多摩川 
ボートレース浜名湖 
ボートレース蒲郡 
ボートレース常滑 
ボートレース津 
ボートレース三国 
ボートレースびわこ
ボートレース住之江 
ボートレース尼崎 
ボートレース鳴門 
ボートレース丸亀 
ボートレース児島 
ボートレース宮島 
ボートレース徳山 
ボートレース下関 
ボートレース若松 
ボートレース芦屋 
ボートレース福岡 
ボートレース唐津 
ボートレース大村
全国ボートレース施設所［場外舟券売場］
ボートピアなんぶ
ボートピア河辺
ボートピア大郷
ボートピア川崎
ボートピア玉川
ボートピア岩間
ボートピア岡部
ボートピア栗橋
ボートピア習志野
ボートピア市原
ボートピア横浜
ボートピア名古屋
ボートピア京都やわた
ボートピア梅田
ボートピア神戸新開地
ボートピア姫路
ボートピアまるがめ
ボートピア朝倉
ボートピア土佐
ボートピア松江
ボートピア呉宮島
ボートピア呉徳山
ボートピア勝山
ボートピア三日月
ボートピアみやき
ボートピア高城
ボートピア金峰
ミニボートピア黒石
ミニボートピア双葉
ミニボートピア滝野
ミニボートピア洲本
ミニボートピア長崎五島
ミニボートピア長崎時津

03（3454）5051
03（3572）9601
03（5777）5510
03（3502）2081

0277（22）6800
048（444）4444
03（3250）3500
03（3768）9200
042（369）1811
053（594）7111
0533（67）6606
0569（35）5211
059（224）5105
0776（77）3131
077（522）0314
06（6685）5112
06（6419）3181 
088（685）8111
0877（23）5141
086（472）5051
0829（56）1122
0834（25）0540
0832（46）1161
093（791）3400
093（223）0581
092（771）6061
0955（77）1311
0957（54）4111

0179（20）6211
018（882）4800
022（347）6277
0224（84）6220
0247（57）4218
0299（37）6801
048（546）1511
0480（55）1300
047（408）9473
0436（40）3200
045（227）1171
052（659）5516
075（972）3622
06（6363）7381
078（512）0350
079（284）4762
0877（22）2130
0898（56）3674
0887（54）0555
0852（20）2288
0823（24）3851
0823（26）5540
0930（32）4988
0952（72）8800
0942（94）5655
0986（27）0010
0993（58）4777
0172（59）2340
0551（28）1111
0795（48）1137
0799（22）4300
0959（74）5744
095（882）8972

〒108-8707
〒105-0004
〒105-0021
〒105-0001

〒379-2311
〒335-0024
〒132 -0033
〒143-0006
〒183-0014
〒431-0301
〒443-0046
〒479-0837
〒514-0815
〒913-0001
〒520-0023
〒559-0023
〒660-0082
〒772-0011
〒763-0011
〒711-0922
〒739-0411
〒745-0802
〒752-0934
〒808-0075
〒807-0133
〒810 -0071
〒847-0031
〒856-0834

〒039-0105
〒019-2625
〒981-3521
〒989-1507
〒963-6311
〒319-0205
〒369-0224
〒349-1103
〒275-0024
〒290-0066
〒231-0027
〒455-0037
〒614-8043
〒530-0027
〒652-0811
〒670-0905
〒763-0074
〒799-1604
〒781-5310
〒690-0063
〒737-0029
〒737-0029
〒824-0802
〒845-0023
〒849-0101
〒885-1312
〒899-3402
〒036-0357
〒400-0105
〒679-0205
〒656-0022
〒853-0013
〒851-2108

港区三田3-12-12
港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館7階
港区東新橋2-18-3 ルネパルティーレ汐留806
港区虎ノ門1-11-2 日本財団第2ビル4F

みどり市笠懸町阿左美2887
戸田市戸田公園8-22
江戸川区東小松川3-1-1
大田区平和島1-1-1
府中市是政4-11
湖西市新居町中之郷3727-7
蒲郡市竹谷町太田新田1-1
常滑市新開町4-111
津市大字藤方637
坂井市三国町池上80-1
大津市茶が崎1-1
大阪市住之江区泉1-1-71
尼崎市水明町199-1
鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48
丸亀市富士見町4-1-1
倉敷市児島元浜町6-3
廿日市市宮島ロ1-15-60
周南市大字栗屋1033
下関市長府松小田東町1-1
北九州市若松区赤岩町13-1
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540
福岡市中央区那の津1-7-5
唐津市原1116
大村市玖島1-15-1

青森県三戸郡南部町大字沖田面荒田13-1
秋田市河辺北野田高屋字前田52-1
宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前80
宮城県柴田郡川崎町大字支倉字鳥屋沢山25-6
福島県石川郡玉川村大字岩法寺字新屋敷116-2
笠間市押辺2560-1
深谷市西田86
久喜市栗橋東6丁目204-17
習志野市茜浜2-7-1
市原市五所1966-1
横浜市中区扇町3-7-1
名古屋市港区名港1-13-21
八幡市八幡一ノ坪14-1
大阪市北区堂山町18-8
神戸市兵庫区新開地4-6-19
姫路市魚町127
丸亀市原田町2288-1
今治市朝倉北甲536-1
香南市赤岡町字松ノ木986-2
松江市寺町198‐57
呉市宝町4-21
呉市宝町4-21
福岡県京都郡みやこ町勝山松田2800
小城市三日月町織島1447-1
佐賀県三養基郡みやき町原古賀5719
都城市高城町四家247-1
南さつま市金峰町大坂12721
黒石市追子野木3-530
甲斐市下今井2998
加東市北野461
洲本市海岸通1-11-1
五島市上大津町1387-1
長崎県西彼杵郡時津町日並郷3450-11

11.ボートレース

●スポーツ関連団体連絡先一覧
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団　体　名 所在地電話番号

●スポーツ関連団体連絡先一覧

公益財団法人JKA
一般社団法人全日本オートレース選手会
一般財団法人オートレース振興協会
一般財団法人日本オートスポーツセンター
　 

03（3570）5511
03（3264）8766
03（3570）5383
0296（44）3146

〒135-0063
〒102-0072
〒135-0063
〒304-0824

江東区有明3-4-10 TFTビル西館6階
千代田区飯田橋3-9-8 相田ビル
江東区有明3-4-10 TFTビル西館6階
下妻市村岡乙159

12.オートレース

［オートレース場］
伊勢崎レース場　 
川口レース場　　 
船橋レース場　 
浜松レース場　 
山陽レース場　 
飯塚レース場
［オートレース専用場外車券売場］
オートレース川辺
［オートレース場外車券売場］
オートレース双葉
［電話投票案内］
オートレーステレフォンセンター

〒372-0801
〒332-0031
〒273-0012
〒433-8125
〒757-0012
〒820-0001

〒897-0201

〒400-0105

伊勢崎市宮子町3074
川口市青木5-21-1
船橋市浜町2-4-1
浜松市中区和合町936-19
山陽小野田市大字埴生字赤松700
飯塚市鯰田147

南九州市川辺町神殿1394

甲斐市下今井字南原2998

0270（24）5780
048（251）4376
047（431）6147
053（471）0311
0836（76）1115
0948（22）6326

0993（56）4900

0551（200）200

03（5520）1133

093（791）3400
099（806）1777
0968（78）8090
0956（76）8110
0982（56）2552
0996（29）3999
0857（31）6806
024（529）6121
0836（66）1155
0250（68）5700
0948（42）1972
072（461）4593
076（256）1182
0866（67）3328
0957（54）4111
0955（77）1311
0955（77）1311
0834（22）5540
0957（63）7990
099（479）3111
0883（63）5805
0987（23）3611
025（526）8122
0569（38）1517

03(5232)5050
052(562)5060

大阪 
広島
   
 

06(6686)1239
0829(36)2651
 

福岡
   
 

092(734)5151
 

ミニボートピア北九州MD
ミニボートピア天文館
ミニボートピア長洲
ミニボートピア長崎波佐見
ミニボートピア日向
ミニボートピアさつま川内
ミニボートピア鳥取
ミニボートピア福島
ミニボートピア山口あじす
ミニボートピア阿賀野
ミニボートピア嘉麻
ミニボートピアりんくう
ミニボートピア津幡
ミニボートピア井原
前売場外おおむら
前売場外ミニット
オラレ呼子
オラレ徳山
オラレ島原
オラレ志布志
オラレ美馬
オラレ日南
オラレ上越
オラレセントレア
［電話投票案内］
テレボート  東京
  名古屋
  

〒802-0065
〒892-0843
〒869-0105
〒859-3701
〒883-0000
〒895-0027
〒680-0903
〒960-0101
〒754-1277
〒959-2212
〒820-0205
〒598-0048
〒929-0328
〒715-0022
〒856-0828
〒847-0816
〒847-0304
〒745-0032
〒855-0861
〒899-7103
〒771-2101
〒887-0014
〒943-0173
〒479-0881

北九州市小倉北区三萩野3-1-1
鹿児島市千日町4-3
熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字外浜499-1
長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字無田川内71-1
日向市大字平岩字スルギ8640-1
薩摩仙台市西向田町4-6
鳥取市南隈422
福島市瀬上町北中川原6-1
山口市阿知須1090-1
阿賀野市久保196番1
嘉麻市岩崎字折口63－17
泉佐野市りんくう 往来北6-26
石川県河北郡津幡町字舟橋ウ17-1
井原市下出部町519-4
大村市杭出津1-818-1
唐津市新興町2881-1 唐津市ふるさと会館1F
唐津市呼子町殿ノ浦984-16
周南市銀座2-20-2 山中ビル1階
島原市下川尻町7-5 島原港ターミナルビル2階
志布志市志布志町志布志3-24-1
美馬市美馬町中通207
日南市岩崎三丁目115番地1
上越市富岡539-2
常滑市セ ントレア1-1 中部国際空港内アクセスプラザ1

団　体　名 所在地電話番号

13.キックボクシング

伊原道場
伊原道場稲城支部
伊原道場新潟支部
伊原道場アルゼンチン支部
治政館江戸川道場
藤本ジム
西八王子大塚ジム
ホワイトタイガージム
揚心ジム
トーエルジム
誠真ジム
野本塾
八景ジム
横須賀太賀ジム
治政館ジム三郷本部
ビクトリージム
市原ジム
伊原道場土浦支部
宮川道場
山田ジム
JMNジム
伊原道場新潟支部
Striker GYM
大分ジム

03（3461）4258
042（377）7862
025（250）6788
54 11 4259-5601
03（5664）3057
03（3493）5988
0426（62）0474
042（342）1221
042（375）0785
045（590）3942
046（260）1685
046（867）6390
045（786）1818
046（852）4602
048（953）1880
0493（25）3338
0436（25）1909
029（827）3004
055（266）5753
0254（62）5190
0256（34）4390
025（250）6788
082（546）7000
097（504）3002

〒150-0034
〒206-0812
〒950-0052

〒132-0001
〒153-0064
〒193-0931
〒187-0045
〒206-0022
〒223-0063
〒242-0017
〒237-0065
〒236-0031
〒238-0032
〒341-0024 
〒355-0028 
〒290-0057 
〒300-0036
〒400-1501 
〒957-0052 
〒955-0845 
〒950-0052
〒730-0036
〒870-0146 

渋谷区代官山町7-8
稲城市矢野口437-5
新潟市東区秋葉通3-40-2
ENTRE RIOS 350- QUILMES(1878) BUENOS AIRES ARGENTINA
江戸川区新堀2-2-5
目黒区下目黒1-3-17
八王子市台町4-45-3
小平市学園西町2-14-17 石黒ビル3F
多摩市聖ヶ丘2-22-3-3
横浜市港北区高田町1978-4
大和市大和東2-7-17
横須賀市追浜南町2-9-6
横浜市金沢区六浦2-7-20
横須賀市平作1-21-10
三郷市三郷3-13-3
東松山市箭弓町2-2-12 山口ビル2F
市原市五井金杉1-25
土浦市大和町2-23 ウエストビル3F
甲府市上曽根町3662-175
新発田市大手町1-1-8 山田長政マンション
三条市西本成寺2-1-7-2F
新潟市東区秋葉通3-40-2
広島市中区袋町7-12 3F
大分市乙津港町1-3-21

190189


