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遠軽（第25普通科連隊） 社

札幌支部（北斗会） 社

東千歳（第11普通科連隊） 社

美幌北龍塾（第6普通科連隊） 社

真駒内（第１８普通科連隊） 社

室蘭支部 社

酪農学園大学 社

陸自旭川（第２特科連隊拳法訓連隊） 社

陸自北恵庭（第７２戦車連隊） 社

陸自北熊本 社

北海道ブロック　北海道



陸自北千歳（千歳同好会） 社

陸自名寄（第３普通科連隊） 社

陸自函館（陸自函館倶楽部） 社

陸自東千歳（第７施設大隊日本拳法部） 社

陸自留萌（第２６普通科連隊） 社

北海道ブロック　北海道
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第5普通科連隊 社

陸自八戸（第９施設大隊） 社

陸自弘前 社

東北ブロック　青森県



岩手拳士会
創始者川口師範以来の和気藹々を旨とし
て、ＯＢ会員は全国で活躍中です。
●道場の場所　岩手県紫波郡矢巾町西徳田2-1-1

岩手医科大学柔剣道場
●電話　　　　0193ー63ー8743
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　木曜日　18:30～20:30

土曜日　14:30～16:30
●対象者　　　高校生・大学生
●代表　　　　橘　雅洋、林　朗
●指導員　　　橘　雅洋、林　朗
●設立年度　　昭和54年4月

社

東北ブロック　岩手県

岩手医科大学

拳鳳会（第９高射特科大隊） 社

第９特科連隊 社

学



日本拳法　大崎倶楽部
日本拳法を通じ、倶（とも）に楽しみ
互いに成長して行こう！
●道場の場所　大崎市古川中学校武道館（火） 

大崎市宮沢小学校体育館（金）
●電話　　　　０２２９－２４－２７６０（三野宮）
●E-Mail　　　osaki-nk@yahoo.co.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・金　19:00～21:00
●対象者　　　幼児～一般まで
●代表　　　　髙橋　宏幸
●指導員　　　三野宮　信弘、高橋　幸治
●設立年度　　

社

東北ブロック　宮城県

日本拳法宮城県連盟気仙沼　気仙沼道場
自力正道・陽気報徳身体を鍛えながら精神
力を養うと共に、礼儀作法を身につける。
●道場の場所　宮城県気仙沼市田中前4丁目１０－１０
●電話　　　　０９０－４８８０－５５７２
●E-Mail　　　jf7pjh@mopera.net
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・木　19:００～２１:00
●対象者　　　少年部（幼稚園児から高校生まで）

一般
●代表　　　　小野寺　文志
●指導員　　　千葉　多喜夫
●設立年度　　昭和58年4月1日

社

大島道場一心塾 社

大島道場一心塾 社

仙台（第２特科群） 社



第６偵察隊 社

多賀城（第22普通科連隊） 社

東北ブロック　宮城県



鴻志拳友会
己の目標を探求し、
それに向かい邁進する。
●道場の場所　秋田県南秋田郡大潟村字東

２丁目３－１３ 
●電話　　　　０１８５－４５－２６３９
●E-Mail　　　oogata@alto.ocn.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・金　18:30～20:30
●対象者　　　小学生から社会人
●代表　　　　角田　和太留
●指導員　　　角田　和太留、菅原　貴博、池端　大作
●設立年度　　平成12年2月

社

東北ブロック　秋田県

二ツ井道場

陸自秋田（第21普通科連隊） 社

社

第２０普通科連隊 社

東北ブロック　山形県



日本大学工学部　日本拳法部

日本大学工学部　日本拳法部は昭和４３年（１
９６８年）に創設され今年で４５周年を迎える歴史
と伝統ある部活動です。
また、キャンパスは福島県郡山市にあり、日本拳法
部のある大学としては数少ない東北地方で活動し
ているという特徴があります。
数年前までは部員の減少に伴い大会出場が危ぶ
まれたこともありましたが、現在は４０名という大
学屈指の人数を誇る部活となり日々練習に励んで
います。

■所在地･その他

我が部に入部してくる新入生の多くは、格闘技・
武道経験の無い部員がほとんどです。在籍してい
る部員もほぼ全員が未経験でした。そのため、上級
生が基本練習の指導をし、基本をしっかり身に付
けることから始めます。
数ヵ月後、練習に慣れた所で防具練習に入るとい
う形になります。
選手それぞれの考え方や個性を尊重し、長所を伸
ばし、短所を改善させる指導を心がけています。

■指導方針

●道場の場所　日本大学工学部　武道館２階
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://hokuo-kempo.jimdo.com/

●練習時間帯　月～金　16:30～20:00
●対象者　　　日本大学工学部学生
●代表　　　　
●指導員　　　
●設立年度　　昭和43年

■概要

学

東北ブロック　福島県



日本大学工学部北桜拳友 社

東北ブロック　福島県



関東甲信越ブロック
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明治学院大学白金拳法会 社

関東甲信越ブロック　茨城県



日本拳法　群馬県連盟

昭和４６年に群馬県桐生市にて、清水和夫氏（桐
生市出身、明治大学拳法部ＯＢ）が道場を開き日
本拳法の指導を始めました。桐生道場、足利道
場、館林道場、伊勢崎道場、笠懸道場、高崎経済
大学拳法部、足利工業大学拳法部と普及し、昭和
５９年に群馬県拳法協会を設立、そして平成２０
年に日本拳法連盟の加盟団体となりました。清水
師範の指導を受け多くの拳士が育ち活躍していま
す。現在、桐生道場、館林道場、笠懸道場の３道場
が加盟団体となっている。

■所在地･その他

■概要

子供達を中心に練習していますので、特に『礼』に
重点を置き指導に当っております。「おはようござ
います」「おやすみなさい」など、極めて基本的な挨
拶が無意識のうちに子供達に体得させられたらと
思います。子供達の後々の生活の中で、いつでもど
こでも誰と会っても、立派に通用する礼儀を今のう
ちに指導しておく事が、一番大切な事と考えており
ます。
各道場では基本練習を中心に、形練習、防具練習
と、清水師範を中心に成長した子供達が指導員と
なり、日本拳法を教えています。また指導員は子供
達を教える事により、自己の成長へと繋がっていま
す。
「人格と技術」「強さと優しさ」がバランスよく成長
する事が大切と考えます。
日本古来の武道精神と、近代スポーツの心技をそ
なえた日本拳法に対して、振興に寄与する事が出
来れば幸甚と思います。

■指導方針

●道場の場所　桐生道場を中心に指導
●電話　　　　０２７７－４５－２５６８（清水）
●ＦＡＸ　　　 ０２７７－４５－２５７１
●E-Mail　　　kiryudojo.shimizu@ace.ocn.ne.jp
●URL　　　　

●対象者　　　幼年～社会人（男女）
●代表　　　　師範　清水　和夫
●指導員　　　須永　實、片山　芳彦、一戸　俊一

小島　等
●設立年度　　昭和59年4月

社

関東甲信越ブロック　群馬県



日本拳法　笠懸道場
礼節を重んじ、心と体を鍛える笠懸道場

●道場の場所　群馬県みどり市笠懸町鹿３６２－１
笠懸中学校・体育館柔道場

●電話　　　　０２７７－７６－９３０２（江原）
●E-Mail　　　gq_bzsba@js2.so-net.ne.jp（江原）
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　19:00～21:00
●対象者　　　幼年～社会人（男女）
●代表　　　　江原　晋
●指導員　　　片山　芳彦、金子　禎志
●設立年度　　昭和60年10月

社少

関東甲信越ブロック　群馬県

日本拳法　桐生道場
あいさつの出来る『強く』『優しい』立派な
拳士！
●道場の場所　群馬県桐生市仲町一丁目８－３

桐生青年の家・柔道場
●電話　　　　０２７７－４７－２１８６（青年の家）

０２７７－３０－８７８８（大熊）
●E-Mail　　　otk@coast.ocn.ne.jp（大熊）
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・土　19:00～21:00

（休館日があります）
●対象者　　　幼年～社会人（男女）
●代表　　　　大熊　眞人
●指導員　　　石戸　悦司、清水　利通、神場　伯明

坂入　博之、小林　誠
●設立年度　　昭和46年4月

社少

日本拳法　館林道場
目標を持ち、自己の向上を目指す事の大切
さを指導しています。
●道場の場所　群馬県館林市つつじ町１４―１

城沼総合体育館・レスリング場
●電話　　　　０２８３－２３－５３０３（山崎）
●E-Mail　　　kojiz7@sctv.jp　（山崎）
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　19:00～21:30
●対象者　　　幼年から社会人（男女）
●代表　　　　須永　欣伸
●指導員　　　山崎　貢司、米川　一浩、豊福　泰広
●設立年度　　昭和５７年４月

社少



日本拳法　拳精館

「日本拳法拳精館」の（精）とは「元気いっぱい、混じ
りけなく、すぐれたもの」等の意味があり、館長の母校東
洋大学拳精会の名称を引用しており、昭和５８年に埼
玉県春日部市で発足、青少年の健全育成を目的とし、
道場訓として、故森良之祐最高師範が掲げた橋本左内
先生の「啓発録」より一、志をたてよ二、気を振るえ三、
学に勉めよ四、稚心を去れ五、交友をえらべ、の五項目
を唱和している。現在埼玉県大会・春日部市練成大会
等を主管し、日本拳法の普及と興隆を目指して頑張っ
ています。

■所在地･その他

■概要

「人一度之ヲ能クスレバ己之ヲ百スベシ」人が１回
行うのであれば自分は百回試みる努力を惜しむ
な、その結果「普通の事が普通に熟（こな）せる
人となれる」この様な気持ちを持って努力すること
できっと良い結果を生むであろうし、礼節を重ん
じ、我慢する体力と心が芽生えるものと確信する。
練習面に於いては、青少年が多い事もあり楽しく
ゲーム感覚の準備体操に始まり基本を主に形・
防具練習と続き、時には先輩に後輩の指導を任
せ、教える事に依り自分の長所短所を自覚する事
と同時に「長幼の序」をわきまえ、挨拶、絆を大切
にする事を学ばせます。
私達は日本拳法を「健全な身心を磨く文化」
と認識をし「少年少女が大人になり、老若男女が
紳士淑女になる」事を目標として日々共々研鑽を
積む事を心がけて指導に当たっております。

■指導方針

●道場の場所　埼玉県春日部市大沼２丁目１０７
春日部市民武道館

●電話　　　　０４８－７３６－７０１３（森若）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://ameblo.jp/saitamakenseikan/

●練習時間帯　毎週　火・土　　 17:00～19:00
毎週　日曜祭日　15:00～17:00

●対象者　　　老若男女・年令問わず
●代表　　　　森若　修治
●指導員　　　紙屋　匡希、石川　了、田中　仁治

田中　美紀
●設立年度　　昭和58年

関東甲信越ブロック　埼玉県

社少



大宮（第32普通科連隊）

慶應義塾大学三田拳法会 社

東洋大学拳精会 社

社

関東甲信越ブロック　埼玉県



日本拳法　千葉拳道会
誰でも気軽に練習できる場所です。
見学に来て、参加してください。
●道場の場所　千葉県流山市流山市生涯学習センター
●電話　　　　０４－７１４０－５３６０
●E-Mail　　　info@nikken-n.net
●URL　　　　http://nikken-n.net/
●練習時間帯　毎週　土・日   18:００～２１:00
●対象者　　　小学生以上
●代表　　　　杉本　俊彦
●指導員　　　杉本　剛
●設立年度　　平成7年4月

社

関東甲信越ブロック　千葉県

青山学院大学青学会 社

千葉工業大学

淑徳大学

全自衛隊徒手格闘連盟 社

第１空 団 社

船橋拳法倶楽部 社

早稲田大学稲門拳法倶楽部 社

学

学



慶應義塾体育会拳法部

１９５３年に関東の大学拳法部としては、立正大
学拳法部に次ぐ２番目の団体として活動を開始し
ました。当初、警察署道場や新日本プロレス道場
等を借りて稽古しておりましたが、１９８４年にＯＢ
の支援の下、日吉キャンパス蝮谷に念願の専用道
場を建設。以後大学内で新種目団体として活動を
継続し、１９９８年に慶應義塾体育会に３９番目の
部として加入。現在キャンパス内の専用道場にて
練習を積み、東日本・全国の各公式試合にて日々
の稽古の成果を試し精進しています。

■所在地･その他

■概要

当部のモットーは、学生スポーツの本分をわきまえ
文武両道の精神のもと、大学生活において学業と
拳法を両立することです。課題分析と目標達成に
向けた効率的方法の考察により、身体能力の向上
と高い目的意識の養成を目指します。
稽古は波動突きや正面突き等の基本技を重視
し、第一段階では日本拳法の技術体系の基礎を
習得し、正しく美しい形を身につけることが目標で
す。指導に際しては、部員の経験によって考慮し、
初心者は基礎体力の向上に重点をおきます。上級
者は防具を装着しての乱稽古を行いますが、ＯＢ
で構成されたコーチ陣が指導し、効率的で安全な
練習を行っています。また大学体育会専門スタッフ
による、科学的根拠に基づいた体力向上メニュー
も取り入れています。
福沢諭吉先生の独立自尊の精神に則り、自由闊
達な意見交換ができる人間関係の構築はもとよ
り、個人の高い目的意識と課題克服の精神を習得
することが活動目標です。

■指導方針

●道場の場所　慶應義塾大学日吉キャンパス
蝮谷拳法道場

●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.keio-kempo.jp/

●練習時間帯　月曜日　17:30～19:30
火・水　 16:30～18:30
金曜日　07:00～09:00
日曜日　10:00～13:00

●対象者　　　慶應義塾生
●代表　　　　
●指導員　　　
●設立年度　　昭和28年

学

関東甲信越ブロック　東京都



日本拳法　池上道場

池上道場は平成二十一年二月に日本拳法連盟の
野坂会長が池上本門寺の布教事業のひとつであ
る朗子会館に働きかけ、連盟の直轄指導道場とし
て開設されました。　道場主に松田連盟指導部長
を置き、中堅・若手の指導者を配して、①少年競
技、②一般総合、③形演武と三つのコースを設け
ています。道場訓は「みずのこころ」。開設わずか
三年ながら東日本の各大会ですでに多数の優勝・
入賞者を生みだしています。

■所在地･その他

■概要

日本拳法は故澤山宗海宗家が創始され故森良之
祐先生が独自の工夫を加え関東の地に普及され
ました。当道場はこの流れを継ぎ、側拳直突きを基
本としています。また、基本技術を習得するために
形稽古を重視し、その上で空撃稽古のみならず、
ミット打ちなど実際にものを突く実撃稽古も取り
入れています。
当道場では子供から大人まで和気あいあいとした
雰囲気を大切にしながらも礼法を重んじ、礼儀正
しい振る舞いを身につけるよう指導しています。稽
古のはじめと終わりに黙想と座礼の礼法を取るこ
とはもとより、防具は揃えて置いて座礼をしてから
着装します。
池上道場訓
自分を守れる人になろう！
水のように　いきいきと
水のように　力づよく
水のように　こだわらず　　　　　礼

■指導方針

●道場の場所　東京都大田区池上１－３２－１２
朗子会館四階

●電話　　　　０３－５７００－３１５１
●E-Mail　　　hukyo-info@honmonji.jp
●URL　　　　http://honmonji.jp/02manabu/05bunka/kenpo.html
●練習時間帯　毎週　月曜日18：40~20：40
                                                    (第五除く)

第二第四金曜日18：40~20：40

●対象者　　　少年競技コース 小・中学生の男女
                                                (幼年も応相談)

一般総合コース 高校生以上の男女
形演武コース 高校生以上の男女

●代表　　　　松田　牧
●指導員　　　小川　修司、建守　嘉樹、水野　明宜

相澤　芳亮
●設立年度　　平成21年2月

社少

関東甲信越ブロック　東京都



明治大学体育会拳法部

明治大学体育会拳法部は，昭和２９年、日本拳法
同好会として創部され，昭和３９年に体育会に加
盟しました。現在まで、約６０年の歴史を有する伝
統あるクラブです。この間，旧関東リーグ戦１７回、
東日本リーグ戦１０回の優勝を成し遂げ、関東大
学拳法界の雄として君臨し、また全日本大学選手
権も７回の優勝を重ねております。
光輝ある伝統を受け継ぎ、日々の練習を通じて人
格形成に努め、礼節を重んじて、社会に貢献する
人材を育成しています。

■所在地･その他

「先制ｦ生ﾑﾊ洗心跣行ﾆｱﾘ」
日本拳法協会最高師範の故森良之祐先生の指
導を受け、先生の教育理念及び指導方針を原点
とし、基本技の反服練習を徹底的に行います。そし
て，しっかり構え、まっすぐ前に、最短距離を突き
抜く「明治の拳法」の習得を目指します。
基本技を習得した後は、自らの個性を生かし、「個
を強くする」拳法を実践し、自らが設定した目標を
達成するため、日々練習に励みます。同時に、基礎
体力の強化をはかるため、道場に隣接するマシン
ルームでのトレーニングも行います。
また、毎年３月及び９月には、東京都近郊の地にお
いて約１０日の合宿を行い、個々の技術向上、体
力強化を図ります。さらに、挨拶や言葉使いをはじ
めとした徳育指導、充実した学園生活を過ごすた
めの修学指導及び就職相談等も随時実施し、部
員一人ひとりの成長を支援します。
明治大学体育会拳法部では、日々の練習を積み
重ねることにより絆を強め、部員全員が一丸となっ
て、目標達成のために努力してまいります。　

■指導方針

●道場の場所　東京都杉並区永福1-9-1
　　　　　　　明治大学和泉キャンパス体育館内
●電話　　　　090ー9290ー7430
●E-Mail　　　mailto:meiji-kempo@hotmail.co.jp
●URL　　　　http://www.meiji-kempo.com/

●練習時間帯　月～金　17:30～20:30
土曜日　14:30～17:30

●対象者　　　明治大学在学生
●代表　　　　部長　秋谷　紀男（政治経済学部教授）
●指導員　　　監督　高村　潤
●設立年度　　昭和29年

■概要

学

関東甲信越ブロック　東京都



日本拳法　大田鴻志会
活発さは勿論、落ち着いた所作を身につけ
るべく形稽古も欠かせません。
●道場の場所　東京都大田区多摩川1－７－１１

榎本ビル２階
●電話　　　　０３－３７５９－８８８１
●E-Mail　　　okeikoba2008@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火曜日　17:3０～19:00

毎週　木曜日　18:3０～20:00
●対象者　　　小学生と中学生
●代表　　　　榎本　幹雄
●指導員　　　漆原　泰義
●設立年度　　平成12年4月

少

関東甲信越ブロック　東京都

日本拳法　修猷塾
生涯武道を目指したサークルみたいな道場
です。他武道経験者、大歓迎！
●道場の場所　東京都葛飾区青戸6-2-1
●電話　　　　080－1040－8207（鐘ヶ江）
●E-Mail　　　t.kanegae@eternal-budo.com
●URL　　　　http://blog.livedoor.jp/shuyu_juku/
●練習時間帯　毎週　月・土　18:3０～２１:50

少年部　毎週 火・金 17:3０～18:30
●対象者　　　不問（小学生は少年部）
●代表　　　　鐘ヶ江　隆
●指導員　　　加藤　勝幸（少年部）
●設立年度　　平成22年5月12日

社

日本拳法　心道会

●道場の場所　東京都足立区東保木間2－27－1
総合スポーツセンター

●電話　　　　０９０－６００８－０５７９(大井)
●E-Mail　　　ken_o_@hotmail.com
●URL　　　　http://www.geocities.jp/sindoukai/
●練習時間帯　毎週　月・水 　19:00～21:00

毎週　土曜日　15:30～18:00
●対象者　　　幼年から社会人
●代表　　　　大井　健資
●指導員　　　浅香　光択、加藤　浩司
●設立年度　　平成15年12月

社



日本大学　日本拳法部
強くなるという志の基、明るく元気に
一生懸命、稽古しています！
●道場の場所　日本大学経済学部 本館７階大講堂

東京都千代田区三崎町１-３-２
●電話　　　　090ー2757ー6315（鈴木）
●E-Mail　　　tadashi-s.tw@docomo.ne.jp（鈴木）
●URL　　　　http://nitidaikenpo.web.fc2.com/
●練習時間帯　月・木・金　18:30～21:00
●対象者　　　日本大学の学生
●代表　　　　監督　鈴木　忠
●指導員　　　指導部長　中野　幸司
●設立年度　　昭和33年

学

関東甲信越ブロック　東京都

南平拳友会
肩肘張らずに、楽しく練習する雰囲気を、
心がけています。
●道場の場所　東京都あきる野市五日市

ファインプラザ武道場
●電話　　　　０９０－９１４２－８３５８
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　19:30～21:30
●対象者　　　社会人（原則）
●代表　　　　赤坂　毅
●指導員　　　
●設立年度　　平成12年1月1日

社

青山学院大学

赤羽拳士会 社

ウズベキスタン日本拳法連盟 社

学



関東甲信越ブロック　東京都

拳法サークル 社

国士舘高等学校

國士館大学

国士舘中学校

駒澤大学拳旺会 社

駒澤大学

修徳高等学校

学

学

高

高

少

専修大学

中央大学白門拳法会 社

中央大学

学

学



関東甲信越ブロック　東京都

東洋大学

日本拳法松仙クラブ

日本大学拳法部OB会

東大和拳友会

報國会 社

社

社

社

社法政大学拳雄会

法政大学（多摩）

学

学

明治学院大学

陸自朝霞（朝霞拳法クラブ） 社

社陸自練馬（第１普通科連隊）

学



社立教大学セントポール

立教大学

立正大学

早稲田大学

立正大学橘拳法会 社

関東甲信越ブロック　東京都

学

学

学



日本拳法連盟　誠心館

誠心とは「全てに対して誠の意を尽くす。」との強
い思いから付けました。
１９９０年（平成２年）９月８日に産声をあげ、今
年で２２年目に入りました。設立当初４人だった部
員も、今では、幼児から成人まで約５０名が、中学
校の格技場と小学校の体育館を使用して、週３回
の練習に励んでいます。子供と一緒に始めた保護
者が、今では指導者となり活躍し、共に良い汗を
流しています。

■所在地･その他

■概要

日本拳法を通して学びえる「体力の練成と精神性
の向上を図り、日本国を愛し、日本人としての誇り
を持って生きる人間に、そしてさらには、協調性の
取れた国際人として活躍して欲しい。」が、基本指
導方針です。この子供達が、家庭を創り、社会を創
り、日本を創り、世界を創ります。この上に立って、
肉体の鍛錬、精神の鍛錬が要求されます。
本道場は、日本拳法会明石支部道場の流れを汲
んでおり、明石支部道場の精神を継承しています。
また、道場特有の「愛と和」を重んじており、技術
面では関西と関東の両面を融合しバランスよく取
り入れての基本を指導しております。中でも「形無
くして、防具無し」の観点から、形を重視し、形その
ものの動きが防具着装時の動きに移行するよう
に、そして、一人ひとりの個性を生かした技に発展
するよう心がけています。

■指導方針

●道場の場所　神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町
44―3－３０７号室

●電話　　　　０９０－４２４２－８１２５(小室)
●E-Mail　　　hadoho@tf7.so-net.ne.jp
●URL　　　　http://www.shizen-hadou.com

●練習時間帯　毎週　月・木・土　19:00～21:00
●対象者　　　幼児から社会人
●代表　　　　小室　昭治
●指導員　　　高橋　いづみ、石田　亜衣、林　紳太郎
●設立年度　　平成2年9月

社少

関東甲信越ブロック　神奈川県



波濤真武会

日本拳法が誇る独自の強撃である「波動拳」
「波動拳には、握拳・掌拳・指頭拳及び各蹴足と
その種類がある(「日本拳法」著 澤山 宗海より)。」
を実践の武技として発揮できる武術としての「日
本拳法」を追求しつつ、宗家がその著「日本拳法」
で述べられている「武技は指導精神が宿って武
道になる。」を柱とし、「活人拳」たる「日本拳法」を
目指しています

■所在地･その他

■概要

本会は、「武道を通じて、真の強さを求める。」こと
を目標に、横浜市港南区を中心基盤として武道普
及の活動を行っています。
私どもが求める「真の強さ」とは、腕力のような「外
面的な強さ」ではなく、精神力など眼には簡単に見
えないものの、人として生きていくに最も重要で、か
つ、大切にしていかなくてはならない「内面的な強
さ」を意味しています。
「外面的な強さ」に「内面的」が伴わないものは、
「暴力」であり、暴力の先にある強さを求める者は、
「破壊」へ進んでいると考えます。
私どもは、このような強さではなく、「武道　日本拳
法」というものを通じ「日本人」が本来、大切にし
てきた万物に対する優しさを「礼儀」から、日本人
としての美しさを「躾」から学ぶ一方、実際に相手
と打ち合うことの防具稽古から、「恐れ」に自らの力
で打ち勝つ「強さ」を追及していくものです。

■指導方針

●道場の場所　横浜市港南区スポーツセンター
●電話　　　　090ー1644ー3558(代表)
●E-Mail　　　hatou_sinbukai@yahoo.co.jp
●URL　　　　http://sports.geocities.jp/hatou_sinbukai/sinbukai/index.htm

●練習時間帯　毎週　日曜日　17:00～19:00
●対象者　　　幼児、小学生、中学生、高校一般社会人
●代表　　　　宇都宮　俊哉
●指導員　　　宇都宮　俊哉、鯨井　功大
●設立年度　　平成20年7月1日

社

関東甲信越ブロック　神奈川県



日本拳法横浜道場
心と体を鍛えよう     心　技　体　

●道場の場所　横浜市金沢区富岡東並木１丁目６－１
横浜市立富岡東中学校武道場

●電話　　　　050ー3522ー5261（小野）
●E-Mail　　　ono@nipponkenpo.jp
●URL　　　　http://www.niponkenpo.jp
●練習時間帯　毎週　日曜日　10:00～13:00
●対象者　　　老若男女年齢不問
●代表　　　　小野　謙治
●指導員　　　田中　宏　上席師範、平田　直人　師範

窪田　守、岩崎　貴裕
●設立年度　　昭和51年1月1日

社

関東甲信越ブロック　神奈川県

青葉拳友会

関東学院大学

関東学院大学燦葉拳法会 社

慶応義塾高等学校

圏央ネット

黒綾会

渋谷公道館

社

社

社

学

高

社少



東海大学OB会 社

社

東海大学

陸自武山（武山拳武会）

関東甲信越ブロック　神奈川県

学



小須戸拳友会 社

陸自高田（高田自衛隊） 社

関東甲信越ブロック　新潟県



中部ブロック

長野県
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福井県
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三重県
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富山県
0石川県

1



金沢自衛隊 社

中部ブロック　石川県



敦賀拳友会
寛大な精神を養い、和を育むことをモットー
として指導
●道場の場所　福井県敦賀市曙町11番80号

敦賀市武道館
●電話　　　　090ー5177ー0180（河端）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・木　19:00～20:30
●対象者　　　幼児、小・中・高学生、社会人
●代表　　　　河端　桂
●指導員　　　河上　数男
●設立年度　　平成元年3月

少

中部ブロック　福井県

敦賀拳和会 少



松本歯科大学日本拳法部

松本歯科大学日本拳法部は、昭和 51年の愛好
会発足後、翌々年に部となって以来本年で創部
35周年を迎えることとなりました。道場は、日本ア
ルプスの自然に囲まれ、健やかな身体・精神を養
うことの出来る環境の整った松本歯科大学体育
館の一角にあり、その中で歯学部生である部員た
ちは、部旗・道着、そして心に「鬼手佛心」の文字
を刻み、日々充実した鍛錬を重ねています。

■所在地･その他

「鬼手佛心」という言葉は元々外科手術に関する
もので、外科医が手術の際に体を切り開く様は鬼
のように残酷に見えるが、それはなんとしても患者
を救いたいという仏のような慈悲心に基づく、とい
うことを表します。これは医療人の精神の根本と言
えると同時に当部の信念ともなっており、部員たち
は歯科学生という立場から、日本拳法を学ぶにお
いて、拳法の技術、すなわち鬼の手を身につけよう
とも、心には常に礼儀作法や思いやりを忘れない
ということを心がけています。
また、創部以来、中部日本学生拳法選手権大会団
体戦やデンタル個人戦優勝などの好成績を残して
きた中、悲願であるデンタル団体戦での優勝を達
成するため、部員と卒業生らが一丸となって練習
し、年に一度のOB会などでは洪游会本部や自衛
隊、泰心館道場との合同練習を行い、また新入部
員への基本指導も部を挙げて取り組むなど、活気
ある活動を行っています。

■指導方針

●道場の場所　長野県塩尻市広丘郷原1780
●電話　　　　090ー5137ー4501
●E-Mail　　　sp225rg9@utopia.ocn.ne.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月・火・木　18:00～20:30
●対象者　　　松本歯科大学歯学部生
●代表　　　　澁谷　徹、主将　齊藤　駿二
●指導員　　　
●設立年度　　昭和５１年

■概要

学

中部ブロック　長野県



松本泰心館

昭和６１年４月、信州松本のこの地に町道場とし
て開設されました。昭和５０年代、上條館長が信
州大学・松本歯科大学拳法部を創設され、民間
の道場として一層の普及を図る為に、新たに設け
られたものです。現在は、子供の指導にも力を入れ
ているところです。  

■所在地･その他

■概要

澤山宗家の指導理念の下、日本拳法の波動拳・
円、直の動き・攻防一致の理を自得する指導を体
力に合わせて指導させていただいております。自ら
人生を切りひらく自由人よ、集れ！人生は短い。

■指導方針

●道場の場所　長野県松本市大村
●電話　　　　０２６３－２５－３７６１（田中）
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　火・金　19:00～21:00
●対象者　　　子供から大人まで
●代表　　　　上條　泰司
●指導員　　　田中　正
●設立年度　　昭和61年4月

社

中部ブロック　長野県



空拳会 社

中部ブロック　長野県



朝日大学　日本拳法部

●道場の場所　岐阜県瑞穂市穂積1851
●電話　　　　０６－６６２１－７４２７
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・水・金　17:00～19:00
●対象者　　　一般部は中学生から社会人
●代表　　　　岡　俊男
●指導員　　　水越　堅詞、和田　淳
●設立年度　　

学

中部ブロック　岐阜県

岐阜市日本拳法連盟
日常の生活にイノベーションの場を
提供いたします。
●道場の場所　岐阜市正木1020-1

岐阜市北部体育館柔道場
●電話　　　　０５８－２７４－８１９７
●E-Mail　　　itou@tsuchiya-corp.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　19:00～21:00
●対象者　　　小学生～社会人
●代表　　　　伊藤　勝法
●指導員　　　木曽　正博
●設立年度　　

社



日拳館　天方道場 社

昭和２８年８月、澤山宗海先生が上京され、中央大学
に同志７人と共に拳法部として創部いたしました。その
后森良之祐先生も顧問として指導され天方啓二が初
代監督として部員約６０名を指導いたしました。
昭和３１年に大学を卒業しＮＴＮ㈱に入社し大阪勤務
となり、澤山先生の御指導をいただきました。中野満先
生の洪游会を紹介していただき中野満先生にも御指導
をうけました。昭和４０年に浜松で剛史会道場として青
少年の不良化防止日本拳法の普及につとめまして今日
も名稱を日拳館に改めつづけております。

■所在地･その他

■概要

■指導方針

●道場の場所　静岡県浜松市中区高町２０３－３
日拳館　天方道場

●電話　　　　０５３－４４１－８２８３
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　木曜日　18:00～20:00
●対象者　　　社会人を中心としています
●代表　　　　天方　啓二
●指導員　　　佐野　好則、小田木　知旨
●設立年度　　昭和40年9月

中部ブロック　静岡県



戦車教導隊 社

日本拳法拳心館 社

三島拳志会 社

陸自滝ヶ原 (普通科教導連隊） 社

陸自特科教導隊 社

陸上自衛隊第34普通科連隊 社

陸自駒門（駒門拳法部） 社

中部ブロック　静岡県



興志会　本部 /岩田教室

私達は、日本拳法の修練を通して、相手のためを
思う気持ち、つまり「思いやり」、「志」の気持ちを
育てる事を目的としています。
東三河の日本拳法の基礎を作り上げた昌義館道
場の故藤原初代館長から、これからの残りの人生
は「日本拳法を通して思いやりを持った子供達を
育てよ！」との忠告を受け、興志会を１９９１年に
発足し、その言葉を愚直に守り、現在に至っていま
す。

■所在地･その他

■概要

基本方針は、日本拳法で身体と精神を鍛えること
によって、自分自身に余裕が出来てこそ、人に対し
て真の「思いやり」の心が持てるようになる事に
気付かせ、気が付いたらそれを実践すように指導
しています。
練習内容は、幼年の部と少年の部を中心としなが
ら、中学生を含む一般の部も一緒になって練習を
しています。
これは、子供達に見ることも大事な練習だと気付
かせ、大人のミット打ち練習などを見ることによっ
て、自分自身で強くなるには何が必要なのか気付
いてもらいたい為に行っています。
教えられるだけでなく、自分で発見、気が付く事が
飛躍的に成長出来るチャンスだと信じ、指導を続
けて参ります。

■指導方針

●道場の場所　①本部
愛知県豊橋市小松原町今西２－５
②岩田教室
愛知県豊橋市飯村南３－５－１２

●電話　　　　０５３２－２１－１０３０
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　①毎週　水・金　19:30～21:30

②毎週　月・土　19:30～21:30

●対象者　　　少年部、一般部
●代表　　　　森長　高男
●指導員　　　①吉岡　英樹、山本　晋司

　加藤　和広、末益　慎司
②吉岡　英樹

●設立年度　　平成3年　　

社

中部ブロック　愛知県



津島市日本拳法会

津島市日本拳法会。平成１３年当地警察署の柔道場
で産声を上げた。当初の生徒は高校生から園児までの
９名で練習を始める事になった。その後園児のお父さ
んやお母さんが練習に加わり、親子で昇級試験や大会
に参加する様になり、家庭的な練習風景が当会の特徴
になっている。1年後事情により練習場は藤波中学校
武道館に移転した。今でもファミリーな雰囲気で生徒
達は元気に大声で練習している。当会は「青少年の健
全育成を旗印として、心優しく、くじけない心を持った強
い人間になる事が目標である。

■所在地･その他

■概要

毎回行う２時間の練習は、連撃、撃込み、欄稽古
の練習を行うが、はげしい練習前の体づくりとし
て、最初に十分な時間を取って独自の準備体操を
行う。その内容は、ストレッチや筋力アップ（小さ
い子には無理をさせない）、受身動作や各種バラ
ンスを養う体操を行う。準備体操に時間をかける
ことで、集中力を高め、体を十分に温め、バランス
感覚を鍛えることで、ケガを防止するだけではな
く、身のこなしの良さや高い技術を身に付けること
に資するものと考え、毎回行っている。
練習の終わりには時々生徒の道徳心を養話しを
する。親や学校の先生は生徒との距離が近すぎて
教える事が難しく、我々地域活動するも者は適当
な緊張のある距離があるので適していると思う。
日本拳法が教える礼法三法の心と方法、九曜紋の
八要の教えを話し、又、毎回5項目からなる道場
訓を唱和する。

■指導方針

●道場の場所　愛知県津島市西柳原町４５番
市立藤浪中学校武道場

●電話　　　　０５６７－２６－２０２８
●E-Mail　　　y-asaisan@xj.commufa.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水曜日　19:00～21:00
●対象者　　　年令性別を問わず
●代表　　　　浅井　佳彦
●指導員　　　平野　誠二、奥田　敏貴
●設立年度　　平成13年

社

中部ブロック　愛知県



日本拳法尾張支部

昭和６０年愛知県江南市に江南市民武道館が建
立された折に江南市では初めての日本拳法の道
場を江南教室として創立。
幼児から大人まで幅広く指導しております。
今年で２８年を迎えますが昨年４月に、隣の一宮
市に建立された総合体育館と大口町民福祉会館
に新しく道場を開設しました。
これを機に日本拳法尾張支部として発足、江南本
部教室、一宮教室、大口教室の３か所で指導して
おります。

■所在地･その他

■概要

日本拳法は「心の武道と言われております。
八要の教えを年代層にわけて指導しております。
幼年、少年におきましては「心、身、気、力」を育成、
教室の指導方針「育てよ心、良い子、強い子」を
スローガンにしております。
高校生、一般には特に八要の「技・術・法・道」
の理念を指導しております。
また、PRの一環として市民祭の子供フェスティバ
ルに参加、子供による「日本拳法の演武」や江南
市の青年会議所のメンバーに例会の一環として
「日本拳法の理念」の講演と実技指導を開催して
日本拳法の普及に努めております。
今後の課題として指導者の育成にさらに務めてま
いります。

■指導方針

●道場の場所　日本拳法尾張支部
江南市赤童子町福住１０３－３
①江南本部教室
愛知県江南市高屋町清水１１８
②一宮教室
愛知県一宮市光明寺字白山前２０
③大口教室
愛知県丹羽郡大口町伝右１－４７ 

●電話　　　　０５８７ー５９ー６０８１(山田)
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　①月曜日　18:00～19:30
　　　　　19:30～21:15
②木曜日　19:10～21:00
③木曜日　19:30～２0:30

●対象者　　　幼児から大人まで
●代表　　　　山田　正紀、副代表　上杉　恵三

支部長　荒田　貢、相談役　宮本　義郎
●指導員　　　山田　宗彦、社本　記佳、古川　大輔

古茂田　明典
●設立年度　　昭和60年

少

中部ブロック　愛知県



日本拳法　成和会

平成１０年 9月より有志が集まり“和をもって成
す”の意味から命名された「成和会」が発足され
た。平成１１年４月の中部本部代議員会において
正式に支部として承認され、日本拳法中部日本本
部豊橋支部成和会がここに誕生した。
開設当初から、精神的・肉体的に“強くなろう”を
合言葉に各大会の入賞を目指して練習に励んだ。
現在は会員４１名、指導員１０名。

■所在地･その他

「挨拶の励業・礼儀作法を第一に」最近、一昔前
では“当たり前”と言われることが出来なくなって
いる人が多くなった気がする。
顔を合わせたら挨拶をする。お願いをする時は、
“お願いします”“ありがとうございました”簡単な
言葉のようですが、実は難しく思えるようになった
時代です。青少年だけが悪い訳ではなく、そういっ
た大人も増えているような気がしてなりません。大
会で実績を残すことも大切ですが、挨拶の励行・
礼儀作法を第一に、人が人であるために一番大切
な事を身につけることが第一である。
また、何か１つでも目標を持ち、それを成し遂げる
精神を日本拳法を通じて学び、学校や社会で生か
していくことも必要である。

■指導方針

●道場の場所　愛知県豊橋市今橋町２番地の１
豊橋市立豊城中学武道場

●電話　　　　０５３２－６４－３３４６（尾川）
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水曜日　19:30～21:00
毎週　土曜日　19:00～21:00

●対象者　　　年長から社会人
●代表　　　　村田　秦伸
●指導員　　　武田　智也、尾川　雅一
●設立年度　　平成１０年9月

■概要

中部ブロック　愛知県

社少



日本拳法豊橋松山道場・豊川日本拳法会

平成元年、豊橋松山校区に於いて日本拳法教室を開
室。松山という名称は当時の学校区の地区名をそのま
ま付けました。その後、平成６年に豊川市にも教室を開
室。松山の支部道場ではありますが将来独立の可能性
を見据え、名称を豊川日本拳法会とし、幼児から一般、
老若男女を問わず稽古をしています。
松山道場は子供達の練習生が多い為、スポーツ少年
団に登録しスポ少活動の一環として、運動会、駅伝大
会、オリエンテーリング等に参加しています。

■所在地･その他

■概要

1 挨拶の励行はもとより、礼儀作法を身につける
　ことを目的とします。
2 青少年の健全育成を志し、日本拳法を通じて武 
　道の精神を学びます。
3 指導者、練習生、保護者との連携と親睦を
　目標とします。
日頃の稽古では、始礼・終礼の号令かけを誰でも
ができるように毎回違う練習生が号令をかけ、前
に出ての準備体操などをこなします。
技術面での稽古は「教書」「中部日本本部」の基
本を取り入れ、拳技、蹴技、受技、躱技、受手捌き、
逆取り、博撃の形、捕撃の形、空乱、防具稽古等、
その年齢に応じた練習を反復して行い、正しい技
形を身につけるように指導しています。

■指導方針

●道場の場所　愛知県豊橋市吉田方中学校武道場
豊川市武道場内

●電話　　　　０５３２－３１－６５２９
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水・木・金　 19:00～21:00
●対象者　　　幼年から一般男女
●代表　　　　大林　憲司
●指導員　　　大林　秀美
●設立年度　　平成元年

中部ブロック　愛知県

社少



日本拳法名古屋教室育成会

当育成会は宗家澤山宗海先生と共に日本拳法の創始
にかかわった山田洪志先生が昭和 27年に名古屋に
「洪志館道場」を開設し、昭和 56年に当道場が名古屋
市の都市計画に計り余儀なく立退きとなり、当時ここで
練習していた現代表と師範たちと表記団体を立上げ、
市内６ヶ所、中村・中川・港・北・昭和・千種区で学校
の体育館を借りクラブ形式で練習をしています。各代表
師範が在籍し他の師範も協力し、一週間の内5日練習
をしています。又常時入会随時。年長さんから一般男女
の生徒を募集しています。

■所在地･その他

■概要

山田洪志先生の教えである、「健全育成」を第一の
指導方針に掲げ師範が一体になり育成に努める。
営利を目的とせず、虚弱体質の子ども、骨の折れ
やすい現代っ子、汗をかくことを知らない現代っ子
を少しでも無くす。
１．稽古を通じて丈夫な体をつくり、多くの汗を出  
　 し、我慢強く辛抱の出来る人。
１．他人には優しく思いやり、自分には厳しく最後
　 まで成し遂げる心。
１．イイエ、ハイがはっきりと言え、挨拶が出来る　
　 人。
１．勇気を持てる人。弱者に手を差し伸べいじめを
　 なくし、先生の質問には大きく手を上げ返事が
　 出来る人
１．会員相互の連携を深め親睦をはかる
 　以上を目標に、師範は一人一人の能力を見極
　 め、それぞれの能力にあった指導を行なってい
　 ます。

■指導方針

●道場の場所　名古屋市北区大杉3-6-21
●電話　　　　０５２ー９９１ー７３１０
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　

●練習時間帯　詳細は各クラブ別紹介参照
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　山田　佑一
●指導員　　　横地　隆二
●設立年度　　昭和56年

社少

中部ブロック　愛知県



日本拳法名古屋教室育成会　北クラブ

●道場の場所　名古屋市北区大杉
大杉小学校体育館内

●電話　　　　０９０ー３８５７ー８４２９
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　山田　佑一
●指導員　　　川村　祥彰外
●設立年度　　平成13年7月

社少

中部ブロック　愛知県

日本拳法名古屋教室育成会　昭和クラブ

●道場の場所　名古屋市昭和区吹上町
　　　　　　　吹上小学校体育館内
●電話　　　　０９０ー９２２６ー５９８２
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　木曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　西垣　正克
●指導員　　　岩田　達幸外
●設立年度　　平成10年10月

社少

日本拳法名古屋教室育成会　城山クラブ

●道場の場所　名古屋市千種区自由ヶ丘
　　　　　　　自由ヶ丘小学校体育館内
●電話　　　　０９０ー９９１０ー５６２０
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　野原　季人
●指導員　　　廣田　和也、中島　奏
●設立年度　　昭和57年7月

社少



日本拳法名古屋教室育成会　中川クラブ

●道場の場所　名古屋市中川区豊成町
愛知小学校体育館内

●電話　　　　０５２ー４５１ー１５２５
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　鈴木　亮市
●指導員　　　小嶌　永倫子外
●設立年度　　昭和57年4月

社少

中部ブロック　愛知県

日本拳法名古屋教室育成会　港クラブ

●道場の場所　名古屋市港区港楽
　　　　　　　東港中学校体育館内
●電話　　　　０９０ー２６１９ー１８８８
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　猪飼　克宣
●指導員　　　佐藤　義文外
●設立年度　　昭和58年11月

社少

日本拳法名古屋教室育成会　中村クラブ

●道場の場所　名古屋市中村区佐古前町
瀬中学校体育館内

●電話　　　　０５６８ー２５ー２２８２
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　井部　勝利
●指導員　　　伊藤　誠一外
●設立年度　　昭和60年11月

社少



愛知学院大学　日本拳法部
基本を重んじ、身体を鍛え、心を育み、
チーム一丸となる。
●道場の場所　日進市岩崎町阿良地１２
●電話　　　　０５６１－７３－１１１１
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www5.hp-ez.com/hp/agunikken/page1
●練習時間帯　毎週　土・日以外　17:00～19:00
●対象者　　　愛知学院大学　在学生
●代表　　　　清水　義和
●指導員　　　竹下　清
●設立年度　　昭和37年

学

中部ブロック　愛知県

愛知学院大学楠本学舎　日本拳法部
日本拳法による優れた医療人の育成

●道場の場所　名古屋市千種正楠元町１－１００
●電話　　　　０５２－７５９－２１５４
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木・金　18:00～20:30
●対象者　　　愛知学院大学楠本学舎で学ぶ学生
●代表　　　　竹内　一夫
●指導員　　　熊野　弘一
●設立年度　　

学

愛知大学　日本拳法部
強くなるなら日本拳法

●道場の場所　愛知大学豊橋校舎体育館内第二武道場
●電話　　　　０９０－３４５４－０６０８
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　火・金　17:00～19:00

木・土　13:30～16:00
●対象者　　　どなたでも
●代表　　　　主将　髙城　曹司
●指導員　　　成和会　芳林　正悟
●設立年度　　

学



春日井自衛隊クラブ
あいさつ、返事、時間、感謝、全国制覇を
道場五訓に日々精進
●道場の場所　愛知県春日井市西山町

春日井駐屯地内体育館
●電話　　　　090ー2340ー3891
●E-Mail　　　masachikori@mc.ccnw.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・木　18:3０～２0:30
●対象者　　　少年部(四歳)～一般
●代表　　　　竹原　正人
●指導員　　　佐藤　雅大、内藤　正宏、佐橋　直哉

上田　格也、植埜　達朗、立藤　功一
平谷　法之、上﨑　和也

●設立年度　　

社

中部ブロック　愛知県

中部大学　日本拳法部
初心者、経験者、どんな方でも歓迎します。

●道場の場所　愛知県春日井市神屋町１２８８－８
洗心館

●電話　　　　０９０－６７６６－６８３２（佐々木）
●E-Mail　　　c3b2a1@qc.commufa.jp 
●URL　　　　
●練習時間帯　木・土　20:00～
●対象者　　　中部大学の学生
●代表　　　　佐々木　政直
●指導員　　　行方　勝彦
●設立年度　　平成22年4月

学

豊橋協会
自分に厳しく思いやりの心を持てる
人となる。
●道場の場所　愛知県豊橋市今橋町4

（豊橋市武道館２階柔道場）
●電話　　　　０６－６６２１－７４２７
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　19:00～21:00

毎週　日曜日　18:00～21:00
●対象者　　　幼年から
●代表　　　　藤本　茂宏
●指導員　　　
●設立年度　　

社少



豊橋創造大学　日本拳法部
楽しく、そして厳しくをモットーに、日々、
練習に励んでいます。
●道場の場所　愛知県豊橋市牛川町松下20－1
●電話　　　　０５０－２０１７－２１０１
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　18:00～20:30
●対象者　　　大学生
●代表　　　　大野　善隆
●指導員　　　青島　俊好
●設立年度　　

学

中部ブロック　愛知県

名古屋市立大学　日本拳法部
男女仲良く切磋琢磨し合い、中部Ｎｏ１を
目指します。
●道場の場所　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１

市立大学体育館２階
●電話　　　　
●E-Mail　　　nikken_ncu@yahoo.co.jp 
●URL　　　　http://ameblo.jp/nikken-ncu/
●練習時間帯　毎週　水曜日　17:00～19:30

毎週　土曜日　10:00～13:00
●対象者　　　大学生
●代表　　　　寺田　元一
●指導員　　　土持　師
●設立年度　　平成7年4月1日

学

名古屋学院大学　日本拳法部
１００人いれば、１００人の拳法。

●道場の場所　名古屋市熱田区熱田西町１－２５
●電話　　　　０９０－４１９２－６０３４
●E-Mail　　　10bin6@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・火　17:00～19:00
●対象者　　　本学の学生
●代表　　　　片川　翔偉
●指導員　　　西村　和真
●設立年度　　

学



名古屋大学　日本拳法部
文武両道の体現を目指し、日々練習して
います。
●道場の場所　名古屋市千種区不老町

名古屋大学　第五体育館
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://nunihonkenpo.web.fc2.com/
●練習時間帯　火・木・金　17:00～19:00

土曜日　　 10:00～12:00
●対象者　　　学外の方でも歓迎します
●代表　　　　小池　晃彦
●指導員　　　増崎　貴
●設立年度　　昭和31年

学

中部ブロック　愛知県

日本拳法　愛知郡育成会

●道場の場所　愛知県長久手市東狭間１００８
●電話　　　　０５６１－６２－０６６２
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　火曜日　19:30～21:30

木曜日　19:00～21:00
金曜日　17:30～19:00
土曜日　19:00～21:00

●対象者　　　年長～男女（全員）
●代表　　　　山田　宏志
●指導員　　　岩井　茂浩、岩井　秀記、宮崎　光就
●設立年度　　昭和55年

日本拳法豊川自衛隊クラブ
地域への貢献と青少年の健全育成を目的と
し、拳法を通じて心身を鍛錬する。
●道場の場所　愛知県豊川市穂ノ原1-1

豊川駐屯地体育館内
●電話　　　　０９０－４１９２－１２４７
●E-Mail　　　toyokawa.kempo@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　18:００～２0:00
●対象者　　　幼年(5歳)～小・中・高～一般
●代表　　　　渡邉　康一
●指導員　　　阪下　陽一
●設立年度　　平成23年4月1日

社

社少



日本拳法西三河支部安城クラブ
練習を通して強い心を持たせる

●道場の場所　愛知県安城市新田町新定山４１－８
安城市体育館３Ｆ剣道場

●電話　　　　０９０－１７２８－５６３２（山田）
●E-Mail　　　speaking@c.vodafone.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　19:00～21:00
●対象者　　　少年部　小学生以上

一般部　高校生以上
●代表　　　　山田　周作
●指導員　　　伊與田　敬一
●設立年度　　平成10年6月

社

中部ブロック　愛知県

日本拳法西三河支部安城クラブ　東浦道場
練習を通して強い心を持たせる

●道場の場所　愛知県知多郡東浦町生路字狭間８０
東浦町体育館　２Ｆ　柔剣道場

●電話　　　　０９０－４０８４－２０５４（岸本）
●E-Mail　　　ponkicchi-lee.smile3@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　日曜日　少年部　16:00～17:00

　　　　　　　 一般部　17:00～19:00
●対象者　　　少年部　小学生以上

一般部　高校生以上
●代表　　　　山田　周作
●指導員　　　岸本　英樹
●設立年度　　平成24年4月

社

名城大学　日本拳法部
前に出る、攻める拳法を精神に日々
練習しています。
●道場の場所　名古屋市天白区塩 口１－５０１

名城大学天白キャンパス
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・水　16:30～19:30

土曜日　　　  10:00～13:00
●対象者　　　どんな方でも大歓迎です。
●代表　　　　部長　篠田　四郎
●指導員　　　監督　日比　和宏
●設立年度　　昭和30年

学



栄徳高等学校

桜拳会 社

春日井王子道場 社

江南教室 社

桜丘高等学校

新城協会 社

知多真明館 社

中央大学拳真会 社

黄柳野高等学校  

豊橋昌義館 社

高

高

高

少

中部ブロック　愛知県



豊橋中央高等学校

豊橋南道場 社

名古屋商科大学

名古屋同心会館

日本拳法洗心館道場

藤ノ花女子高等学校

武藤会 社

高

高

少

社少

社少

学

中部ブロック　愛知県



鈴鹿医療科学大学　日本拳法部

私達の部は創部をしてからまだ間もなく、部員の数
も少ないですが、皆仲も良く日々の練習により切磋
琢磨しあえる良き友・仲間と同時に、良きライバル
として練習を行っています。先輩方は日々の練習か
ら「基礎ができているからこそ応用ができる」と教
えてくださり、私達はこの言葉の通り基礎を大切に
し、後輩たちにも教えています。私達はこの言葉を
後輩たちにも伝えていき、鈴鹿医療科大学日本拳
法部の新しい伝統としていきたいと思います。

■所在地･その他

私達は上記に示したように「基礎ができているか
らこそ応用ができる」というのを大切にし上級生の
方から新しく入門してきた生徒まで、同じ基礎の練
習を全員で行います。
新入生の大半は日本拳法をしたことがないものが
多いので、決まった基礎の練習を終えた後も、引き
続き基礎の練習を行い正しい突技、蹴技、投技、
寝技、逆技、躱技を指導し覚えていきます。十分に
打撃への衝撃にも慣れ少しずつ基礎が出来てき
た所で防具をつけた練習へと入るようにしていま
す。
他の生徒はそれぞれの長所をいかし、短所を改め
させる指導を行っています。
防具練習を行う際は、常に怪我への注意を怠るこ
となく、皆で細心の注意をはらいながら指導を
行っております。

■指導方針

●道場の場所　三重県鈴鹿市岸岡町１００１－１
●電話　　　　０５９－３８３－８９９１
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.suzuka-u.ac.jp/

●練習時間帯　毎週　月・水　19:00～21:00
●対象者　　　
●代表　　　　古畑　湧司
●指導員　　　柴田　勝
●設立年度　　平成22年

■概要

学

中部ブロック　三重県



鈴鹿市日本拳法会

当会は、日本拳法中部日本本部傘下の道場であ
り、昭和 53年４月鈴鹿文化センターの講座の一
つとして、三重県亀山会の柴田・故高士師範の指
導援助のもとに橋本克幸師範により発足しまし
た。その後昭和 58年４月に、中学校としておそらく
日本で初めてのクラブ活動としての「日本拳法部」
を発足しました。その翌年、隣接校にも部活動が
でき、最盛期には50名程の生徒が活動していまし
た。現在は、鈴鹿市体育協会加盟団体として認知
され40数名が日々練習に励んでおります。

■所在地･その他

■概要

アットホームな雰囲気の中、少年拳士の養成と子
供たちの健全な育成を志し、礼節の涵養と人の痛
みがわかり、精神的に強固な人間形成を目指して
います。
これは、小・中学校や高校生の間でもいじめが横
行し、保護者の子育てに対する不安解消と同時に
期待にも即応しています。
また、三重大・名古屋大学・中央大学・京都産業
大学・関西学院大学・鈴鹿医療科学大学ＯＢ・
名古屋学院大学ＯＧを含む、経験豊富な顧問・
師範・指導員により、拳士の特性にあった指導を
行なっています。
顧　問：橋本克幸・柴田勝・下田邦明
師　範：神戸勝浩・田中千賀
少年指導員：伊藤眞弘・髙﨑起臣

石井幸太・下田晋作・下田陽平
成人指導員：伊藤隆二・高橋増夫・岩田茂

和手昌之・堀川淳也

■指導方針

●道場の場所　鈴鹿市住吉２丁目24－9
鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校
オヴァールホール

●電話　　　　059－37８－7660事務局担当：橋本
059－33７－1216理　事　長：下田

●E-Mail　　　
●URL　　　　http://blog.livedoor.jp/suzukakai/

●練習時間帯　毎週　日曜日　13:００～１５:３0
●対象者　　　５歳以上（幼稚園年長・小学生・中学生・

高校生・大学生・一般社会人）の男女
●代表　　　　理事長：下田　邦明
●指導員　　　上述
●設立年度　　昭和53年４月

社少

中部ブロック　三重県



日本拳法名張会

日本拳法名張会は平成 6年に三重県名張市にて
発足し、毎週月曜日の夜平成１８年に竣工された
武道館「名張市武道交流館いきいき」をお借りし、
とてもよい環境下で稽古をしております。発足以来
名張市体育協会、名張市スポーツ少年団に加盟
しており、少年を中心とした活動を続けております
が、最近では成人部も充実した稽古をしています。 
また、平成 20年からは毎週金曜日にも稽古日を
設け、伊賀市にある「伊賀上野武道館」をお借り
し、上野道場として週 2回の稽古をしております。 

■所在地･その他

■概要

当会は、精神修養並びに身体の錬磨及び育成を
目的とし、防具稽古はもとより、基礎体力の養成と
人との和をはかり礼節を重んじる事に重きを置い
ております。 
少年が中心ということもあり受身や基本稽古を重
点的にし、会長である末永孝治八段の下、約１０
名の指導員が子供達それぞれの特性を見出し的
確なアドバイスをするよう心掛けております。 
また、稽古ばかりでなく、クリスマス会や行楽会で
コミュニケーションを図り、子供達が楽しく前向き
に修練できる道場を目指しております。

■指導方針

●道場の場所　名張市武道交流館いきいき 
名張市蔵持町里２９２８ 

●電話　　　　０９０－１６２４－１７１１（中森） 
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月曜日　19:3０～21:00

●対象者　　　幼児（５歳）～成人男女 
●代表　　　　末永　孝治 
●指導員　　　中森　俊行 
●設立年度　　平成６年９月５日

社少

中部ブロック　三重県



桑名市日本拳法会
幼児からお年寄りまで楽しく安全なスポーツ活
動として日本拳法の指導に心掛けております。

●道場の場所　桑名市大山田南小学校体育館
●電話　　　　０５９４－３１－１９５２（橋本）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　09:00～11:30
●対象者　　　幼児（４歳）～年齢は問わず
●代表　　　　橋本　清司
●指導員　　　浅井　佳彦、丹波　謙治、中山　明

佐藤　弘大、稲垣　雄一
●設立年度　　昭和57年5月

社少

中部ブロック　三重県

菰野日本拳法会
いつも楽しく元気よく
●道場の場所　①三重郡菰野町永井８９１（岩田卓也宅）

②竹永小学校体育館
③四日市西警察署道場

●電話　　　　０５９－３９６－０５６４（岩田）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　青年部（中学生以上）

①毎週　月曜日　 　19:30～21:00
少年部（小学生以下）
②第1・3・5水曜日　19:00～21:00
③第2・4　 水曜日　19:00～21:00

●対象者　　　一般部は中学生から社会人
●代表　　　　会長　岩田　卓也、副会長　勝政　徳行
●指導員　　　師範　新美　敦司、師範　末吉　大蔵
　　　　　　　生川　智浩、岩田　尚也、北岡　賢一

河野　博美　
●設立年度　　

社少

津日本拳法会
拳法を通じて強い精神と身体づくり及び
礼儀等青少年育成に努めています。
●道場の場所　三重県津市栗真中山町一色８１６－６

三重武道館内
●電話　　　　０９０－１２７７－１０７１
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　金曜日　18:30～21:00

　　　　　　　　（祝日を除く）
●対象者　　　幼児～一般
●代表　　　　西村　均
●指導員　　　玉置　生雄、細川　剛
●設立年度　　平成5年

社少



日本拳法嬉野拳友会
個性を活かした練習や体育館施設に合致し
た練習で楽しんでいます。
●道場の場所　三重県松阪市嬉野権現前423-53

嬉野体育センター
●電話　　　　0598ー42ー5527
●E-Mail　　　mlc-12@mctv.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　土曜日　17:15～19:15

日曜日　13:30～16:30のどちらか
●対象者　　　幼児より一般成人
●代表　　　　上村　公泰
●指導員　　　中山　右喜、上村　公謙、大川　芳紀
●設立年度　　平成20年4月

社少

中部ブロック　三重県

日本拳法　亀山会

●道場の場所　亀山市スポーツ研修センター
●電話　　　　０５９５－９６－０５０９
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・金　19:3０～２１:00
●対象者　　　幼児～成人
●代表　　　　岩田　理
●指導員　　　
●設立年度　　昭和40年4月

社少

日本拳法　紀南道場
目指すは、健康　心と体を鍛えています。

●道場の場所　三重県南牟婁郡御浜町神木原1216-1
●電話　　　　05979ー2ー1805
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　日曜日　17:30～18:30

木曜日　18:30～19:30
●対象者　　　幼児～成人
●代表　　　　宇城　盛次
●指導員　　　西野　強、宇城　公子、西　和久
●設立年度　　平成5年4月

社少



日本拳法　教心館
『今日を反省し明日へ努力出来る心』そんな
心を育める用指導しています。
●道場の場所　三重県松阪市中町1968
●電話　　　　0598ー21ー2850（浅井）
●E-Mail　　　cmgm@mctv.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　

　　　幼児～小6　　 18:00～20:00
　　　中学生～一般　20:00～22:00

●対象者　　　幼児（年中）から社会人
●代表　　　　浅井　教幸
●指導員　　　１０名で指導しています
●設立年度　　

社少

中部ブロック　三重県

松阪西日本拳法会
基礎体力、精神力の向上を目指すと共に
基本練習を重点に指導します。
●道場の場所　三重県松阪市大足町

阪内川スポーツ公園　松阪市武道館
●電話　　　　０５９８－２６－６９６８（松浦）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水・土　少年部　18:00～20:00

　　　　　  　中学一般20:00～21:00
●対象者　　　幼児から社会人
●代表　　　　松浦　愼三
●指導員　　　田上　直、太田　尚紀
●設立年度　　平成6年10月1日

社少

日本拳法　明和会

●道場の場所　三重県多気郡明和町坂本１２１６－１
明和町総合体育館内

●電話　　　　０５９６－５２－３３３１（野田）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　少年の部

土曜日　18:30～20:30
中学・一般の部
土曜日　20:30～22:00

●対象者　　　幼児～一般の男女
●代表　　　　野田　茂信
●指導員　　　楠木　正晃
●設立年度　　平成元年

社少



三重拳親会
一灯照隅
●道場の場所 （旧）南海中学校　体育館
　　　　　　　三重県度会郡南伊勢町迫間浦１０２０－1
●電話　　　　０５９９－６４－３０６５
●E-Mail　　　hinodeya@amigo2.ne.jp
●URL　　　　http://www.amigo2.ne.jp/~hinodeya/
●練習時間帯　毎週火曜日　19：30～
●対象者　　　小学生から社会人
●代表　　　　大下　保彦
●指導員　　　山本　徳臣
●設立年度　　平成8年4月

社少

中部ブロック　三重県

三重大学　日本拳法部
文武両道を目標に、練習に励んでいます。

●道場の場所　第二体育館柔道場
●電話　　　　０５９－２３２－１２１１
●E-Mail　　　sakka@bio.mie-u.ac.jp 
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火曜日　18:00～20:00

毎週　木曜日　19:00～21:00
●対象者　　　三重大学学生
●代表　　　　粟冠　和郎
●指導員　　　宇城　陽子
●設立年度　　昭和43年10月

学

日生学園第一高等学校

日生学園第一高等学校中等部

三重高等学校

高

高

少



四日市日本拳法会 社少

中部ブロック　三重県



近畿ブロック

和歌山県
17

奈良県
8

滋賀県
2

兵庫県
20 京都府

13

大阪府
98



龍皇會

平成１３年４月、当時日本拳経験者２名、未経験
者１０名で発足した龍皇會道場。１２名一人一人
の責任は１２分の1かもしれないが個々が自分の
役割を理解し果す事で全員一丸となった結束によ
り現在門下生４０名の指導に努めている。
まだまだ未熟な道場ではあるが、日本拳法の理念
に基づき総合従手武道の修練による人間形成の
道を歩み続けている。

■所在地･その他

■概要

「臆病者の目には敵はつねに大軍に見える」これは
武将織田信長の言葉。試合でも対戦相手が強大
に見える事がある。しかしそれは自分の怯える気持
ちが見せる幻だ。誰よりも周到な準備をし完璧に
仕上げれば敵は小さく見えるようになる。大きく見
えるのは自分に準備不足があると考え、より一層の
努力を怠らないよう日々の積み重ねが大切。これ
は試合のみならず人生においても同様であり厳し
い社会情勢の中、目標を持つことすら難しいかもし
れないが、こんな時代だからこそ目標を持ち努力
を積み重ね、一歩一歩進んでいく事が大切であ
る。こういった事を常々言い聞かせると共に礼に重
んじ敬護の精神を持つ精神身体の鍛錬を重ね、
社会の繁栄と平和に貢献する事に励む。

■指導方針

●道場の場所　滋賀県近江八幡市鷹飼町４０
サニビレッジ体育館

●電話　　　　０７４８－５５－０９３０（福島）
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　土曜日　19:30～21:30
●対象者　　　小学校１年生から大人まで
●代表　　　　福島　和良
●指導員　　　比嘉　秀樹
●設立年度　　平成１３年４月

少

近畿ブロック　滋賀県



今津自衛隊（神武会） 社

近畿ブロック　滋賀県



京都産業大学　体育会日本拳法部

京都産業大学日本拳法部は建学と同時に創部、
現在まで継続して来ました。本学の象徴でありま
すサギタリウス（射手座）その意味は希望、大宇
宙を駆けめぐるギリシャ神。新しい時代の青年の
将来と世界的雄飛を期待する学章です。
上賀茂本山を拠点とし学び、日本拳法を修練し知
識、精神、肉体を鍛え上げ卒業後、社会で活躍、貢
献出来る青年を育成する。（開学昭和４０年４月）

■所在地･その他

■概要

大学入学後に初めて日本拳法と接する学生が大
半です。防具を装着する実践総合格闘技の武道
です。基礎体力を作り、基礎技を重視の練習、４年
間で活躍出来る選手を育成します。監督、コーチ
計５名の指導者で練習に臨んでいます。
日本拳法の身構え、心構えを学んでいきます。体は
技を修得し実戦での使い方を戦い方を求めます。
心は戦う時の気力闘志が充実する精神を鍛え上
げます。４年間で心身共に部員全員で日々の練習、
昇段級審査を受験し試合参加でチームワークを
充実させ、忍耐、寛容、努力、謙虚さの事等を学び
ます。この４年間は人生のごく一部ですが、日本拳
法部ＯＢＯＧとして社会で活躍貢献出来る青年を
育成する事、又指導者も共に学び、次期指導者
を育成する事を基本としています。

■指導方針

●道場の場所　京都市北区上賀茂本山
総合体育館内道場

●電話　　　　０７５－７０１－０３５７
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.cckyouto-su.ac.jp/circle/nippon-kenpou

●練習時間帯　毎週　火・水　 16:30～18:30
毎週　木曜日　18:30～20:30
毎週　土曜日　10:00～12:30

●対象者　　　本学在籍学生
●代表　　　　山川　幸雄、森植　洋二
●指導員　　　加藤　榮三、水谷　有利
●設立年度　　昭和４０年４月

学

近畿ブロック　京都府



同志社大学体育会日本拳法部

同志社大学体育会日本拳法部は1950 年に拳法
同好会として御所外苑の青空道場からスタートし
ました。現在は京田辺キャンパスに専用の道場を
持ち、日々練習に励んでいます。
2001 年には女子部が発足し、全国屈指の強豪と
して活躍中であり、男子部員にも良い刺激となって
います。

■所在地･その他

新島襄先生（同志社大学創立者、2013 年大河
ドラマ主人公・新島八重の夫）の精神に共通する
自由な雰囲気の元、学生主体の練習を行っており
ます。大学から拳法を始める人が多いため、基礎
練習に重点を置き一人一人の個性や長所を尊重
します。
また、学生の本分である学業を優先させており、拳
法だけの人間とならないよう指導しております。

■指導方針

●道場の場所　京田辺市多々羅都谷1-3
同志社大学京田辺キャンパス内
真誠館二階

●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.geocities.co.jp/Athlete-Olympia/7341/index.html

●練習時間帯　月～金　17:00～19:00
土曜日　10:00～12:00 or 13:30～17:00

●対象者　　　同志社大学生
●代表　　　　村山　守
●指導員　　　福岡　今日一、吉本　師郎、中村　純
●設立年度　　昭和25年

■概要

学

近畿ブロック　京都府



日本拳法 白虎会

白虎会は平成 6年 1月に設立した道場です。
名前の由来ですが、「白虎」というのは中国の伝説
の四神であり、方角では都のある西、季節でいうと
秋になります。秋は大きな大会がありそこで活躍が
できるようにという願いと、白い虎は貴重なため一
人でも多く貴重な選手を育てたいという山本一郎
前会長の思いがこめられた名前になっています。
大阪府枚方市で毎週に稽古に励み、創部以来、
有段者を80人以上輩出し、現在も3歳から68歳
まで80名余り選手が在籍する道場です。

■所在地･その他

■概要

白虎会のスローガンは「感謝の気持ちを持って
稽古し、拳法を通じて感動を味わい、みんで幸せ
になる道場」です。
白虎会の稽古では少年部・青年部で稽古内容を
分けることはせず、防具稽古までは子供も大人も
同じ練習メニューを一緒に行います。稽古内容は
厳しいものですが、皆で一緒に行うことで「苦しい
のは自分だけではない」という気持ちで取り組め、
体力もつくので自信にもなります。「気持ちで負けな
い」ということを重視して稽古に励んでいます。
稽古は厳しいものですが、稽古を離れるとアット
ホームな道場です。
レクレーション・夏合宿・5年に一度の海外合宿
など道場生の結束を高めるイベントも実施してお
り、そういう雰囲気が好きで、やめる生徒が少ない
のも特徴です。2代目会長の水木智司もそうです
が、子供のころから白虎会で日本拳法をしている
大人が多い道場です。

■指導方針

●道場の場所　枚方市立長尾中学校体育館（土曜日）
枚方市立招提小学校体育館（日曜日）

●電話　　　　０８０－４１４２－２５５８
●E-Mail　　　byakkokai@softbank.ne.jp
●URL　　　　http://byakkokai.com/

●練習時間帯　毎週　土曜日　18:30～２１:00
毎週　日曜日　17:００～19:00

●対象者　　　３歳から社会人まで
●代表　　　　山本　一郎
●指導員　　　水木　智司
●設立年度　　平成6年1月

社少

近畿ブロック　京都府



龍谷大学日本拳法部

昭和３９年に龍谷大学深草学舎にて、初代監督の啓乕
義和氏（現全日本学生拳法連盟会長）が同好の志２
０名を募り、稽古を始めました。昭和４０年には龍谷大
学日本拳法同好会昇格し、当時は故乾龍峰先生にご
指導いただきました。昭和４２年に龍谷大学学友会体
育局日本拳法部に昇格、以来、数々の大会において成
績を収めることができました。（団体戦おいては、全日本
学生拳法選手権大会優勝４回、全国選抜選手権大会
優勝５回、関西学生拳法選手権大会優勝２回、西日本
学生拳法選手権大会優勝９回）

■所在地･その他

■概要

龍谷大学日本拳法部は、「文武両道」をテーマに
掲げ、各大会での上位入賞を目指して週６日、1日
3時間程度の短時間集中型の練習で汗を流して
います。
基礎の上に応用があることを忘れず、基本に忠実
であるよう常に心掛けています。
練習内容は防具を装着しての練習よりも、基本の
形の練習を多く取り入れています。特に大切にして
いることとして練習では全員が大きな声を出し、道
場の空気を盛り上げています。龍谷大学日本拳法
部の活動では、心身を強くすることはもちろんです
が、チームワークを最も大切にしています。また、多
くのＯＢの諸先輩方も練習に駆けつけてくださり、
充実した環境の中で日々の練習に励んでいます。

■指導方針

●道場の場所　京都市伏見区深草塚本長６７
●電話　　　　０６－６６２１－７４２７
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　月～金　17:00～20:00
土曜日　10:00～13:00

●対象者　　　大学生
●代表　　　　江藤　拓実（主将）
●指導員　　　山川　剛史（監督）
●設立年度　　昭和３９年

学

近畿ブロック　京都府



京都芸術高等学校

●道場の場所　
●電話　　　　0774ー32ー7012
●E-Mail　　　koho@kyoto-geikou.ed.jp
●URL　　　　http://www.kyoto-geikou.ed.jp
●練習時間帯　毎週　月・火・水・金　16:00～17:30
●対象者　　　高校生
●代表　　　　酒井　憲明
●指導員　　　酒井　憲明
●設立年度　　昭和53年度

高

近畿ブロック　京都府

立命館大学体育会日本拳法部
日本最高峰の「強さ」と、世界最高峰の
「仲間」を、あなたへ！
●道場の場所　立命館大学衣笠キャンパス第一体育館

1階・拳法場／ＢＫＣ
●電話　　　　075ー465ー7863
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.ritsnikken.com/
●練習時間帯　毎週　月・木　 13:00～15:30

毎週　土曜日　13:00～15:30
●対象者　　　大学生
●代表　　　　井上　貴文
●指導員　　　新宮　理樹郎、織田　英希
●設立年度　　昭和30年

学

京都府立木津高等学校

拳志会 社

昇龍館本部 社

高



同志社女子大学

花園大学

福知山自衛隊（山猿会） 社

明貴会和剛塾 社

近畿ブロック　京都府

学

学



追手門学院大学　日本拳法部

私たち追手門学院大学日本拳法部では、２～３時
間練習しています。部員数は男７人、女 2人で今
年は部員のまとまりがとてもよくお互いに切磋琢磨
しながら、全員が強くなり試合に勝利していくこと
です。

■所在地･その他

■概要

私たち追手門学院大学日本拳法部では、月、火、
水、金の週４回で１７時から２～３時間練習してい
ます。形の練習から突き、蹴り、組み技、交わし技な
ど、１つ1つの大会に向けて、全力を尽くし必ず勝
つという気持ちで挑んでおります。１人１人の弱点
を克服するため研究し、強くなるため、入賞するた
めに目標を持って練習をしています。
また、卒業生のＯＢの方々にも練習に参加してもら
い、部員全員の強化にも励んでおり、他大学にも負
けないくらいの練習、力強さ、礼儀作法を身に付
け、改めて行く指導方針を心がけています。

■指導方針

●道場の場所　体育館1Ｆ第２、３体育館
●電話　　　　０９０－９８７１－７２０６
●E-Mail　　　donaii-@softbank.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・火・水・金　17:00～

●対象者　　　
●代表　　　　桐山　慶治
●指導員　　　横谷　茂雄
●設立年度　　

学

近畿ブロック　大阪府



大阪高等学校日本拳法部

昭和 40年、松村進教諭が大阪高校の非常勤講
師として赴任、日本拳法同好会発足。
昭和 41年、同氏が専任教諭となり日本拳法部に
昇格。今年で創部 47年を迎えた。
平成 18年 3月に松村進教諭が本校を退職し、
阪本善信( 大阪高校教諭)が監督、山口大輔( 平
成 12年 3月卒)がコーチに就任し、松村進師範
の意志を引き継ぎ、現在に至る。

■所在地･その他

目標は「日本一声のでっかい日本拳法部」。
試合の勝ち負けには当然こだわるが、それよりも部
員の1人 1人を、高校を卒業して社会に通用する
人物に育てることを第一に考えて指導にあたって
いる。そのために、一時期曖昧になっていた、指導
者、先輩、後輩の位置関係、けじめを明確にして、1
人 1人が常に全力を出しきることを方針に掲げて
いる。
その１つが「日本一声のでっかい日本拳法部」で
ある。この目標に向かい続ける限り、試合の結果は
出るものだと信じて活動している。
・全国高等学校日本拳法選手権大会・男子団体
競技　優勝9回（昭和56,57,58,平成３,４,５,６,
18,24 年）
・全国高等学校日本拳法選抜大会・男子団体競
技　優勝 3回（平成 15,20,24 年）
・全国大会・男子個人競技・優勝者 6名
・本校卒業後、大学生・社会人となり活躍する選
手多数。

■指導方針

●道場の場所　大阪市東淀川区相川2-18-51
（大阪高等学校）

●電話　　　　06-6340-3031（代）
●E-Mail　　　oshs-kyoiku8@osakashs.ed.jp
●URL　　　　http://www.geocities.jp/daikou_nikken/

（OBOG会）

●練習時間帯　月～金　15:30～18:00
土曜日　13:30～16:00
夏・冬・春休み期間は要確認

●対象者　　　大阪高等学校生徒
●代表　　　　阪本　善信
●指導員　　　師範　松村　進、部長　上山　陽

顧問　木ノ脇　求、ｺーﾁ　山口　大輔
●設立年度　　昭和40年

■概要

高

近畿ブロック　大阪府



大阪市旭区日本拳法連盟

本連盟は、日本拳法の鍛錬をとおして自力、正道
の精神を養い、はつらつとして輝ける若人を躍進さ
せる場である。　　　　　　　　　　　　　　
当道場の指導者及び保護者はすべてボランティア
で会費は団員の育成に還元されている。競技大会
には、幼児を含め少年部、青年部とも積極的に参
加し、全国的にも優秀な成績を収めている。また、
大阪市旭区体育厚生協会日本拳法部として毎年
8月には、大阪市旭区体育厚生協会主催で旭区
民日本拳法大会を開催している。

■所在地･その他

■概要

日本拳法をとおして、礼節と秩序、堂 と々競い、謙
虚に学ぶ心を会得し、以って知育・体育の向上に
寄与する。地域の青少年の健全なる育成、相互の
親睦と友愛の精神の修得と合わせて非行の防止
に資する。
順守事項　規律を守り、指導者の指示に従うこ
と。本道場の秩序を著しく乱した場合、除名するこ
とがある。

■指導方針

●道場の場所　①大阪市立古市小学校
②大阪市立高殿南小学校

●電話　　　　06ー6952ー9151（清家敏秀）
●E-Mail　　　asahikenren@yahoo.co.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　①毎週　木・土　 19:00～21:00
②毎週　水曜日　19:00～21:00

●対象者　　　幼児から社会人（男女問わず）
●代表　　　　小泉　賢一郎
●指導員　　　
●設立年度　　昭和53年4月1日

社少

近畿ブロック　大阪府



大阪歯科大学　日本拳法部

当拳法部は日本の武道である日本拳法の修練を
通じ、将来、歯科医師として社会に貢献する上で
必要となる体力、精神力及び礼節等を養うことを
その主眼とする。

■所在地･その他

当拳法部に在籍する者は歯科大学の学生である。
歯学生である以上、将来国家試験に合格して歯
科医師として世に立つため、学業に励むことを第
一とする。
拳法部員はこれに加え、武道を修めるものとして拳
法の修練に励むとともに、日頃から礼節をわきま
え、良識に従った行動をとらねばならない。また拳
法部という組織においては、同じ道を志した仲間
あるいは先輩後輩として、互いに助け合い、高め合
う関係を築くことが必要である。

■指導方針

●道場の場所　大阪府枚方市牧野本町１－４－４
●電話　　　　０７２－８６４－３００６
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　
●対象者　　　
●代表　　　　田中　昌博
●指導員　　　服部　哲也
●設立年度　　昭和23年

■概要

学

近畿ブロック　大阪府



大阪府立今宮工科高等学校

1967 年渡辺武治先生に依り当校にて同好会として日
本拳法部の歴史が初まりました。当時は防具も他の団
体より寄付を頂いたりしてスタートしたと聞いて居りま
す。八要( 心身気力技術法道)を磨き楽しく修練を積む
事を大事にして数々の栄誉実績を残し多くのすばらし
い生徒を輩出してまいりました。ただ残念なのは大阪の
公立高校の中では当校だけが残りガンバッテおります。
又、他校においてもクラブ創立を目指し行動いたして居
ります。今後も日本拳法の発展の為努力してまいりたい
と思います。

■所在地･その他

日常の練習に於いては時間的に制約が有る為に
約 2時間の練習となって居ります。
扨て内容については1時間以上の基礎練習を重
点的に行ない体力、気力を養い最後に防具練習を
しており事故の無いよう心掛けて居ります。

■指導方針

●道場の場所　大阪市西成区出城1ー1ー6
体育館１階道場

●電話　　　　06－6631－0055
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎日　15:00～17:15　　
●対象者　　　本校学生
●代表　　　　中村　安治
●指導員　　　中村　安治　
●設立年度　　昭和43年

■概要

高

近畿ブロック　大阪府



関西大学第一高等学校日本拳法部

個人・平成以降の歴史はHPを御覧ください
昭和 24年度　故 酒井彦一氏らにより創設
昭和 25年度～昭和 29年度　関関高校定期戦
昭和 30年度　関大一高、関学高に加えて、住吉高校、徳島高校、加古川高校、興国高校、
　　　　　　  伊都高校、建国高校が集い、高校選手権大会を開催。本校が優勝を収める。
昭和 31年度   第 1回 関西高校選手権大会開催昭和 31、32、33、34、36、41、53 年度
　　　　　　  関西高校選手権大会　優勝
昭和 49年度　宗家杯　準優勝
昭和 53年度   第 23回 全日本高校選手権 3位
　　　　　　  関西高校選手権大会優勝
昭和 54年度   第８回 宗家賞争奪新人戦 優勝
昭和 55年度   第９回 宗家賞争奪新人戦 3 位
昭和 56年度   第 26回関西高校選手権大会 3位
昭和 57年度   第 11回 宗家賞争奪新人戦 優勝 第 27回関西高校選手権大会 3位
昭和 58年度   第 28回関西高校選手権大会優勝
昭和 60年度　第 30回全日本高校選手権優勝、関西高校選手権大会優勝
　　　　　　  第 14回 宗家賞争奪新人戦優勝
昭和 61年度   第 31回 全日本高校選手権優勝　関西高校選手権大会優勝
昭和 63年度   第 33回 全日本高校選手権優勝
　　　　　　  第 16回宗家賞争奪新人戦優勝

■所在地･その他

試合･稽古の相手を互いに敬い、気品と礼節を身
につけることを願っています。

■指導方針

●道場の場所　吹田市山手町3-3-24
●電話　　　　06ー6337ー9920～9927
●E-Mail　　　dughman@kochu.kansai-u.ac.jp 
●URL　　　　http://www.kansai-h.ac.jp/dai-ichi

●練習時間帯　月～金　　　　15:30～18:00
土曜日（半日） 13:00～15:30

●対象者　　　
●代表　　　　部長　ﾃ ｭ゙ﾌﾏﾝ ﾗｲｱﾝ
●指導員　　　顧問　西山　孝一、松本　益美

竹内　昭、池田　貴子
師範　雑古　哲夫
ﾍｯﾄ゙ ｺｰﾁ　森村　裕二、ｺｰﾁ　辻本　悠祐
竹中　弘幸、上岡　瑞季

●設立年度　　

■概要

近畿ブロック　大阪府
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三密会

平成７年に高野山大学日本拳法部初代主将松下
忠明氏、部長藤田光寛氏が中心となり三密会を
発足。大学ＯＢが主に社会人大会等で活動を
行っていました。
平成１８年、大阪市大正区において少年部を発足。
現在に至ります。

■所在地･その他

■概要

日本武道の精神に触れることで、強く正しい人間
作りや護身の修得を目的としています。マニュアル
化された現代社会の中で見失いがちな自己のアイ
デンティティを拳法の場を通じ体感できるよう心が
けております。

■指導方針

●道場の場所　①大正区泉尾５－１７－３１
②大正区北恩加島１－１
　北恩加島小学校講堂

●電話　　　　０６－６５５４－１３９１
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　金曜日　21:00～23:00
毎週　土曜日　13:00～15:00

●対象者　　　幼年～社会人
●代表　　　　松下　忠明
●指導員　　　野村　定徳、島崎　大介
●設立年度　　平成18年7月

社少

近畿ブロック　大阪府



親和会

昭和４８年大阪市都島区高倉町治久丸ビル内に
日本拳法親和会治久丸義彦創立、瀬口清市継
承、都島区御幸町２－６ゆきコミュニティホール、
瀬口清市、来海昭夫、中本義信、井上成美氏四名
によって創設「親和」は「親しく和す」と読み、そ
の名の通り和を重んじつつ、青少年の健全な育成
をめざし「健全な精神は肉体にやどる」を合言葉
に、日本拳法の修練を通して地域社会における青
少年の健全育成、日本拳法の振興。

■所在地･その他

基礎練習に重点を置き、日本拳法の練習を通し
て、苦しいことや、つらいことを克服する強い精神、
個性と可能性を引き出し、そして礼節を重んじ、心
の豊かな人間になり、地域社会に貢献できるよう
又、「競技」スポーツとしての楽しさを指導していま
す。

■指導方針

●道場の場所　大阪市都島区御幸町２－６
みゆきコミュニティホール

●電話　　　　０９０－８３７６－６６７５（中本）
●E-Mail　　　nakamoto-0109@ezweb.ne.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　月・水　19:00～21:30
●対象者　　　男女少年部（小・中）、一般（高校生含む）
●代表　　　　瀬口　清市
●指導員　　　中本　義信、藤本　登志男
●設立年度　　昭和48年

■概要

近畿ブロック　大阪府
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清風高等学校・中学校　日本拳法部

１９７８（昭和５３）年、同好会として與儀敞一（故人）
と政仁志（現顧問）が、清風学園の教育方針「安心さ
れ、尊敬され、信頼される人物になる」に沿う生徒を、ク
ラブ活動を通して育成することを目的として創設。
「昔気質な上下関係の厳しさよりも、集団の中での自己
の在り方をしっかり学べる部にして、単に強さだけを求
めるのではなく、『優しさ・思いやり』を持った若者を育
て、社会に貢献する人間を作りたい。」という故人の遺
志を継ぎ、それを部の精神として現在に至っている。

■所在地･その他

本校では、ほとんどの部員が、高校２年次を自己の
全盛期として、３年進級と同時に引退する。大学進
学を考え、学業優先とする理由からである。そのた
め、限られた時間を如何に効率よく使うかが求め
られる。また部員が、中・高にわたるため、団結する
ことが大事であると考え、常に部員相互間での話
し合い、創意工夫をすることを指導している。かつ
てより、部活動の実績を活かし、大学進学する生
徒もいたが、近年、学業に励み、進学を果たした
後、再び大学で拳法部に入部する者も多くなって
いる。更に、部の中枢として活躍する者も増えてお
り、指導の成果が現われていることは、本当にうれ
しい限りである。
「道」とは、先駆者の教えを「正しく」自分のものと
し、それを「正しく」後の者に継いで行くことだと考
える。その意味でも、本校日本拳法部創設の意義
を弁え、卒業生諸君が、社会に於いて、２１世紀の
リーダーとなってくれることを期待し、日々指導を
続けている。

■指導方針

●道場の場所　清風高等学校　南５Ｆ
大阪市天王寺区石ヶ辻町１２－１６

●電話　　　　０６－６７７１－５７５７
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月・火・木・土　放課後
●対象者　　　
●代表　　　　顧問　政　仁志、山本　剛史
●指導員　　　
●設立年度　　昭和53年4月

■概要

高

近畿ブロック　大阪府



泉北桃拳会・桃拳会スポーツ少年団

１９７７年（昭和５２年）堺市の泉北ニュータウン
の三原台で地域の保護者より「行儀や礼儀が出
来、体が強くなるように日本拳法を教えて欲しい」
と要望され、１２月の寒風吹く中、近くの広場で子
供６人を相手に活動を開始した。月日の経過と共
に、徐 に々地域の小・中学校の体育館が使用出来
るようになり、それに伴って練習生も子供から社会
人迄増え現在に至り、日本拳法会傘下の少年から
社会人迄の連盟に所属し、又、各団体が主催する
交流大会にも多く参加している。

■所在地･その他

■概要

創設当初より、年間の練習形態を季節別に変化さ
せ実行しています。大きな違いとしては、春秋季は、
防具装着での乱稽古に練習時間を多く取り、上下
関係なく総当り稽古をする事により、礼・技・術の
向上を計り、夏季に於いては、防具を装着して、そ
れぞれの距離を設定し、それ以上を目指してのラ
ンニングを主体とし、しっかりと汗を流し、体力・根
気の向上を計り、残り時間を瞬発力の増加を目的
とした一挙多人数に依る順番不特定の円形掛か
り稽古を行い、冬季には、柔軟な体を作るようにス
トレッチを充分に行ない、重ねて筋力アップを計る
為の筋力運動をも充分に行なった後に、怪我防止
の為の受身、そして基本・形練習を実施していま
す。又、会の中だけの活動に終らず、日本拳法を通
して、交流の輪を広げる可く、定期的に多団体と合
同練習をしています。

■指導方針

●道場の場所　大阪府堺市南区三原台１－１２―１
堺市立三原台中学校体育館

●電話　　　　０９０－１２４０－１０６５（植村）
●E-Mail　　　toukenkai@gmail.com
●URL　　　　http://senbokutoukenkai.web.fc2.com

●練習時間帯　毎週　月・木　19:００～２１:00
●対象者　　　幼児～社会人男女
●代表　　　　植村　福寿
●指導員　　　油谷　将太
●設立年度　　昭和52年１２月

社少

近畿ブロック　大阪府



高槻市日本拳法連盟

高槻市日本拳法連盟は古川南海男師範によって
昭和 50年 4月10日に富田町公民館にて産声
を上げ、昭和 57年に高槻市総合体育館に教室を
移設し、同年４月に㈶高槻市体育協会に加盟、現
在に至る。
毎年５月には会長杯大会・１０月には市長杯大会
を開催しています。

■所在地･その他

武道の強さだけを求めるのではなく心身ともに健
全で明るく。元気な。弱い人達を助ける優しさを
持った。人の役に立つ。人間形成を指導の柱とし
ています。　
また、優しい思いやりを持った。明るい元気な挨拶
が出来る。約束を守る。等の人として当たりまえの
ことが出来る。を徹底し、分け隔てなくすべての人
達と交流し誠実に友好な信頼関係を築き共に成
長・発展出来るよう指導を心がけています。

■指導方針

●道場の場所　高槻市芝生町4丁目1-1
（高槻市営バス「芝生西口」停留所前）
古曽部町3丁目15-1
(高槻市営バス「古曽部防災公園」停留所前）
古曽部防災公園体育館

●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　木・土　　19:00～21:00
高槻市総合体育館（２Ｆ 中体育室）
第２・４火曜日　19:00～21:00
古曽部防災公園体育館(サブアリーナ)

●対象者　　　少年・一般(男女) 
●代表　　　　古川　南海男
●指導員　　　村上　政行、安井　正、大塚　章三
●設立年度　　昭和50年4月10日

■概要

社
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●代表　　　　西田　峯一、理事　樋口　寛治
副代表　陳　明裕

●指導員　　　勝　正人、徳野　良恵、織田　勝法
望月　淳二、田口　優樹、中田 　潔
藤岡　空吾、藤岡　大地

●設立年度　　昭和27年9月10日

豊中市日本拳法連盟　誠心会 社少

宗家沢山宗海の命を受け、昭和 27年 9月１０日
豊中市に日本拳法会豊中支部が寺内（現若竹町）
に設立され、誠心会と命名された。昭和 39年に
は日本拳法会として豊中市体育連盟にも加盟し、
昭和55年に振武会、昭和58年に寺内拳友の会、
昭和 59年に桜塚高校支部、昭和 60年に誠心
会北条支部を開設し、地域に密着した形で豊中
市における武道、並びにスポーツ振興の一翼を
担ってきた。

■所在地･その他

■概要

豊中市立武道館ひびきにおける豊中市民拳法教
室を通じて、日本拳法の良さ、楽しさを広く市民の
皆さんに知っていただくことで、拳法の普及発展に
務めています。市民拳法教室では、礼に始まり礼に
終わる武道の精神をベースに、基礎体力作り、基
本型の習得に重点を置いています。教室終了後、
より本格的に拳法を学びたい方々には、宗家より
直接指導を受けた現西田会長の指導の下、三十
二型などの徹底した基本練習を繰り返した後に、
空乱稽古、防具稽古と段階を追って行うようにし
ています。
練習は、無理なく楽しく長く拳法を続けていけるよ
う、個人の自主性を尊重し、強制することなく各自
に合ったペースで行っています。また、武道館には
AEDも装備されており乱捕稽古時にはマウスピー
スの装着を励行するなど、健康安全面には特に配
慮した指導を心がけています。

■指導方針

●道場の場所　豊中市服部西町4－13－2
●電話　　　　06－6864－2288 
●E-Mail　　　mc@ma5.seikyou.ne.jp
●URL　　　　http://www.spotoyo.com/budou/caution/caution.html
●練習時間帯　毎週　水・土　19:00～21:00
●対象者　　　一般(高校生以上)・少年(小学生以上)

近畿ブロック　大阪府



日本拳法 洪游會本部 社

洪游（こうゆう）とは「広く学ぶ」という意味です。昭和
7年の大日本拳法会の発足時、洪火会において柔道を
学んでいた中野満初代会長が洪火会の柔道理事でも
あった日本拳法 澤山宗海宗家より指導を受け、昭和
26年に「洪游会」を創立。大阪・阿倍野の地に建造さ
れた本部道場は希少な木造合掌造り75畳敷きの歴史
ある町道場として、しばしばメディアの取材をうけるなど
しています。 道場の建立以来掲げられている『自他共
栄』の墨額は柔道創始者・嘉納治五郎先生直筆のも
のであり、また、会旗に使用されているヤタガラスの紋章
は、日本拳法発祥の地の一つである洪火會の黒山高麿
会長より継承したものです。

■所在地･その他

■概要

『鍛は千本、練は万本、努力せよ』
『攻めるにあらず、護にあらず、身を修めるあり、一
生用いざるものを、一生探求するところに、拳の哲
理有り』
これは初代会長が好んで用いた言葉で、若い練習
生達に未来を見つめて鍛錬するように説いたもの
であり、洪游會本部の指導方針として現在まで引
き継がれています。
入門の全講習生へは日本拳法の歴史と、精神面
では「こころの武道・青少年の健全育成」を説き、
技術面では「教書」による突技・蹴技・寝技・逆技・
躱技と三十二型による基本練習を徹底し、指導を
行っております。これは、正しい技形を習得するた
めのものであり、最初 2-3ヶ月、マンツーマンで基
本反復練習を行った後、防具稽古（乱稽古）に入
ることとしております。
特に個性を尊重し、長所を生かし短所を改める指
導を心がけております。

■指導方針

●道場の場所　大阪市阿倍野区阪南町１－１８－１９
●電話　　　　０６－６６２１－７４２７（中野）
●E-Mail　　　kouyuhonbu@yahoo.co.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水／金　19:００～21:00

毎週　日曜日　10:００～12:00

●対象者　　　一般部は中学生から社会人
●代表　　　　中野　誠
●指導員　　　藤村　治郎
●設立年度　　昭和26年10月1日

近畿ブロック　大阪府



日本拳法　洪遊會　西成

平成１１年に洪遊會松原・近藤先生の薦めにより
洪遊會本部中野会長から「洪遊會」の冠を頂き
洪遊會西成支部として立ち上げました。当初は成
人のみの団体の予定でしたが、道場生の子供を受
け入れる様になり、今では幼～成人迄、練習してい
ます。

■所在地･その他

“ 痛みを知り思いやりを持って”
よく保護者の方々は「礼儀・礼節」と言われます。
当道場でも目に余れば注意いたしますが、それは
各家庭ですべき事と考え他とくらべるとのびのびし
ております。
指導方針としまして、・やさしい心、・人の痛みを知
る心、・自分に負けない心としています。
技術面におきましては師範　洪遊會本部内田義
春六段の指導のもと、突技、蹴技、寝技等基本練
習を行い、又、本部練習にも参加させて頂き藤村
総監督からも技術面、形の指導も頂いています。
月に１度行われております支部長会議において中
野会長より、日本拳法の歴史、博撃、補撃の形を
勉強させて頂き、道場生に伝えています。

■指導方針

●道場の場所　大阪市西成区玉出中２丁目１３番４８号 
●電話　　　　０６－６６５７－２２２２
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水・金　 19:30～21:00
毎週　日曜日　10:00～12:00

●対象者　　　幼～成人
●代表　　　　森　仁
●指導員　　　内田　義春、国田　永雄、塩田　亨
●設立年度　　平成11年

■概要

社

近畿ブロック　大阪府



洪游會　松原支部

昭和５１年５月大阪府松原立部にて洪游會本部
中野誠会長のご支援及びご指導により、洪游會松
原支部を開設する事に到りました。

■所在地･その他

小学生、中学生を中心に、日本拳法という武道を
修練することに置いて、肉体的、精神面にも青少年
の健全育成を重視し、心の武道で有ることを練習
生に指導している次第です。
練習は小学生、中学生等は防具練習中心にしてお
ります。

■指導方針

●道場の場所　松原府立部団地集会所
●電話　　　　０７２－３３２－６１５４
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月・水・金　19:00～21:00
●対象者　　　小学生及び中学生
●代表　　　　近藤　道輝
●指導員　　　大里　淳一、高尾　大輔、森　護
●設立年度　　昭和５１年５月

■概要

少

近畿ブロック　大阪府



日本拳法昇龍館本部道場

日本拳法会吹田支部を澤山宗家より支部長西田源之
助先生が頂き、その後故乾龍峰師が引継、昭和２７年
に吹田市内本町に故乾龍峰師によって昇龍館本部道
場として発足。その後二代目館長故乾耕蔵師が引継が
れ諸事情で道場を変遷しました。平成９年 9月１日に
吹田市青葉丘北に道場を構え二代目館長が「ここを
本部道場にとする」と宣言され、館長故乾耕蔵師、師範
孫田誠次先生、副館長山田勇蔵で再出発した。現在は
館長故乾龍峰師、故乾耕蔵師の両師。最高師範孫田
誠次先生、副館長山田勇蔵で練習を行っている。

■所在地･その他

日本拳法の原理原則を基本に形によって基本を
修得させ応用変化の反復練習。空乱、防具で具現
する様に指導。個性を伸ばす様にして心は初代館
長故乾龍峰師の教えで「拳人は紳士たれ」そして
世間に認められよ。

■指導方針

●道場の場所　大阪府吹田市青葉丘北９－８
●電話　　　　０６－６８７７－４９６１
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　火・金　19:00～21:00
●対象者　　　中学生～社会人　男女不問
●代表　　　　山田　勇蔵
●指導員　　　山田　勇蔵、三宅　陽子
●設立年度　　昭和27年

■概要

社

近畿ブロック　大阪府



日本拳法　大道

日本拳法大道は、2000 年 4月に大阪市東淀川
区に設立された日本拳法の道場です。幼稚園児か
ら50歳代までの幅広い練習生が稽古に励んでい
ます。少年はもちろん、成年も大半が初心者からス
タートしています。多数の指導者による熱心な指
導、現在の日本のトップクラスの選手による指導、
大学、高校をはじめ他道場との交流練習により新
たな日本拳法を学んでいます。運動不足のお父さ
んお母さん子供と一緒に始めませんか？詳しくは
ホームページご覧下さい。

■所在地･その他

■概要

日本拳法大道の指針として会旗の中に、記載して
いる「大道不器」という言葉があります。聖人の行
う大いなる道は、限られた物しか盛る事のできな
い器とは異なり、広く大きな作用を発揮する事が
できるものであるという事、物事には一つしかない
とは限らないという事を示唆しています。練習に於
いても、基本ができていれば、あらゆる応用が効
き、無限の可能性を追求していく事ができます。全
体への指導はもとより、個人指導をも深める事によ
り各人の器を開いていると考えております。又、練
習後のアフターコミュニケーションをはじめ、夏合
宿、ＢＢＱ大会、運動会等数々のリクレーションに
よって勝敗だけを求めるのではなく社会生活を生
き抜く為の強さ、又年齢を問わず練習生及び家族
との親睦をも深め、校庭開放の小学校の体育館を
使用させていただく事により地域の活性化及び青
少年の健全な育成にも貢献しています。

■指導方針

●道場の場所　大阪市淀川区大道南1-23-6
大道南小学校体育館

●電話　　　　
●E-Mail　　　hiroweb@mail.Plala.or.jp
●URL　　　　http://nikkendaido.web.fc2.com/

●練習時間帯　木曜日　18:00～21:00
土曜日　14:00～16:00

●対象者　　　少年／成人
●代表　　　　赤井　孝男
●指導員　　　辻　洋一
●設立年度　　平成12年4月

社少

近畿ブロック　大阪府



日本拳法八志会本部道場

八志会とは、日本拳法八要の教えを志すことと、人
生の活路を見い出す事とに共感し、命名する。
八志会は、昭和４６年今宮工業高等学校（現今
宮工科高校）拳法部ＯＢの初代会長石田修氏が
創立し自身が日本拳法と出会って以来、３０年を
経た平成９年２月に念願の本部道場の竣工を迎
えました。以後、石田修氏の恩師にあたる渡邊武
治館長を最高師範に、川岸正典氏、肝月隆氏、川
端幹夫氏、石井二朗氏、田畑紀博氏達が、今工Ｏ
Ｂ生や一般道場生の指導をしています。

■所在地･その他

八志会の名称が示す通り、日本拳法の八要（心・
身・気・力・技・術・法・道）を、かね修めることを
志し、また日本拳法の指導の精神「日本拳法の修
練を通して、常に礼節を重んじ、心身を鍛練し、自
己の修養に努め国家社会の繁栄と国際平和に寄
与すること。」に基づいた人間育成を目的としてい
ます。
入門された道場生へは、まず、敬と譲（相手を敬
い、思いやる事）を説く礼法を指導し、
精神的心構えを養いつつ、搏技の基本形から順
次、防具装着の乱稽古まで、複数の指導員が協力
をしながら、稽古に励んでおります。
特に安全面については、各道場生の体調を考慮し
た上での稽古メニューを作成しており、生涯ス
ポーツとして取り組める配慮の元に一貫した指導
を行っています。

■指導方針

●道場の場所　大阪市平野区長吉出戸４－１－６
●電話　　　　０６－６７００－８２２５
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月・木　19:30～22:00
●対象者　　　中学生以上
●代表　　　　石田　修
●指導員　　　川岸　正典、川端　幹夫
●設立年度　　昭和46年

■概要

社

近畿ブロック　大阪府



守口市日本拳法連盟

昭和５８年４月守口市立橘波小学校において、故
小野道雄先生が数名の小学生を集め、日本拳法
を通して、青少年の健全育成に少しでも貢献しよ
うとの思いで始められました。以来、時は過ぎ前会
長の故城利隆先生そして現会長の三澤登へと受
け継いでまいりました。
早いもので、道場開設以来、平成２５年で３０周年
を迎える事となりました。

■所在地･その他

■概要

入門者には、まず三法の礼及び基本を徹底してお
り、基本が出来れば防具稽古に入り、併行して搏
撃の形も教えています。
少年にも「突」「蹴」の各六形を教えており、大会
で演武をする事もあります。　「心の武道」を標榜
する日本拳法は、鍛錬、修業をする事により、心身
（体力・強さ）だけでなく、心（礼儀・正義・優しさ）
を磨く事になります。
継続する事により人生での「一本」を勝ち取る事
が出来ると信じています。　「無事これ名馬」「継続
は力なり」をモットーに、大きな怪我のない様に練
習生に合った稽古をしております。
我々は「強さ」と「優しさ」を兼ね備えた人間の育
成を願っており、日本拳法の修練により、将来の日
本を背負う人間に育って欲しいと切望しています。

■指導方針

●道場の場所　守口市河原町９－２　守口市民体育館
●電話　　　　０６－６９０１－５６２３（三澤）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://morikenren.777.cx/
●練習時間帯　毎週　月曜日　多目的室

毎週　木曜日　武道館
毎週　土曜日　八雲小
各道場共　18:30～21:00

●対象者　　　幼児・小中学生・高校一般
●代表　　　　三澤　登
●指導員　　　榎本　進、城洸　造、他７名
●設立年度　　昭和５８年４月

社少

近畿ブロック　大阪府



大阪経済大学日本拳法部
日本拳法を通じて挨拶 礼儀 作法を修練し、
社会に貢献する有能な人材の輩出をする
●道場の場所　大阪市東淀川区大隅2-2-8
●電話　　　　06ー6990ー3621
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　平日　　14:30～16:00

土曜日　12:00～14:00
●対象者　　　大阪経済大学生徒
●代表　　　　山本　隆造
●指導員　　　竹原　林太郎、津組　仁志
●設立年度　　昭和33年

学

近畿ブロック　大阪府

大阪学院大学日本拳法部

●道場の場所　吹田市岸部南二丁目36番1号
●電話　　　　06－6381－8434（代表）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　月～土　12:30～15:00
●対象者　　　
●代表　　　　岡田　晃（監督）
●指導員　　　
●設立年度　  昭和38年4月

学

大阪学院大学高等学校
日本拳法を通じて、肉体的、精神的な強さを
皆で身につけましょう。
●道場の場所　吹田市南正雀３－１２－１
●電話　　　　０６－６３８１－６６６１
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.osaka-gu.ac.jp/ogush/education/history.html
●練習時間帯　月～金　16:00～18:00

土曜日　13:30～15:30
●対象者　　　本校在校生及び本校卒業生
●代表　　　　浅利　智
●指導員　　　青木　征子、芳川　茂雅
●設立年度　　昭和38年4月

高



大阪工業大学 体育会 日本拳法部
道場には当時の学長直筆の「執念」が掲げられ, 
「道」離れずの心で精神修養に努めております。

●道場の場所　大阪市旭区大宮5-16-1
●電話　　　　06-6954-4418
●E-Mail　　　yamao＠occn.zaq.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　17:00～
●対象者　　　大阪工業大学　日本拳法部
●代表　　　　山尾　英一
●指導員　　　OB関係者
●設立年度　　

学

近畿ブロック　大阪府

大阪商業大学堺高等学校 日本拳法部
部旗「心」の言葉を大切にし、人格の形成に
努めています。
●道場の場所　堺市中区堀上町３５８番地
●電話　　　　０７２－２７８－２２５２
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月～金　16:00～19:30

土曜日　　　　13:30～16:30
●対象者　　　
●代表　　　　橋岡　典昭
●指導員　　　
●設立年度　　

高

大阪産業大学　日本拳法部
心身の鍛錬に励み、伝統の精心を継ぐ。

●道場の場所　大阪産業大学内
第一武道場（月・火）第二武道場（水・金）
仮設道場（木）

●電話　　　　080ー5341ー4545
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土日以外　16:30～19:00
●対象者　　　大阪産業大学在学生
●代表　　　　川嶋　一騎
●指導員　　　川添　伸昭
●設立年度　　

学



大阪桐蔭高等学校　日本拳法部

●道場の場所　大阪府大東市中垣内3丁目1番1号
●電話　　　　072-870-1001(大代表)
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://toin-kempo.com
●練習時間帯　木・金 ・土曜日
●対象者　　　本学学生
●代表　　　　小西　宏
●指導員　　　小西　宏
●設立年度　　昭和58年9月1日

高

近畿ブロック　大阪府

大阪府立大学日本拳法部ＯＢ会
心身の鍛錬を怠らず、さらなる高みを
目指す。
●道場の場所　大阪府立大学体育館１階　柔道場

大阪府堺市中区学園町1-1
●電話　　　　06-6792-2222

(大輝工業(株)平野工場)
●E-Mail　　　mail@opu-kenpo.com(現役、OB共用)
●URL　　　　http://opu-kempo.com/ob.html
●練習時間帯　毎週　土曜日　10:00～12:00
●対象者　　　大阪府立大学日本拳法部に所属した者
●代表　　　　菅尾　寿一
●指導員　　　岡　秀紀
●設立年度　　昭和31年４月１日

社

大阪府立大学　日本拳法部
ここが全力で拳法に取り組み、楽しめる雰囲
気作りを心がけています。
●道場の場所　堺市中区学園町1-1

大阪府立大学体育館一階柔道場
●電話　　　　
●E-Mail　　　mail@opu-kempo.com
●URL　　　　http://opu-kempo.com
●練習時間帯　毎週　火・木　16：30～19：30

         土曜日  10：00～12：00
●対象者　　　大阪府立大学学生
●代表　　　　綿野　哲
●指導員　　　岡　秀紀
●設立年度　　昭和28年4月1日

学



関西外国語大学日本拳法部
文武両道！留学経験者も多数！部活も勉強も
しっかり取り組めます。
●道場の場所　大阪府枚方市中宮東之町16-1
●電話　　　　0728ー05ー2081
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.kansaigaidai.ac.jp/
●練習時間帯　火～金　17:00～19:00
●対象者　　　本学学生
●代表　　　　吉田　恭徳
●指導員　　　吉田　恭徳
●設立年度　　昭和

学

近畿ブロック　大阪府

関西大学
基本を意識し、前へ前へと出る拳法を心掛
けて練習に励んでいます。
●道場の場所　関西大学(千里山キャンパス)

凱風館3階 道場
●電話　　　　06ー6368ー1121㈺
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.ku-kempo.jp/
●練習時間帯　毎週　月～土　12:00～14:00

毎週　火曜日　18:30～20:30
●対象者　　　関西大学学生
●代表　　　　藤川　良典
●指導員　　　山本　一秀
●設立年度　　

学

関西大学中等部・高等部
個性を尊重し、長所を活かし、短所を改める
指導を心がけております。
●道場の場所　大阪府高槻市白梅町７番１号
●電話　　　　072ー684ー4340
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　火・水・金・土
●対象者　　　
●代表　　　　米津　俊司
●指導員　　　樋口　克己
●設立年度　　平成22年4月

高



関西福祉科学大学高等学校
「文武両道」をめざし、「克己」を追い求める
「心の武道」として活動
●道場の場所　学校法人 玉手山学園 学園総合体育館

 “Ｄｏ夢” 2F  武道場
　　　　　　　 大阪府柏原市旭ヶ丘３丁目１３番４８号
●電話　　　　０７２－９７８－６８８２
●E-Mail　　　koho@hs.fuksi-kagk-u.ac.jp
●URL　　　　http://www.hs.fuksi-kagk-u.ac.jp/
●練習時間帯　毎週　月～金　16:15～18:30

毎週　土曜日　14:00～17:30
●対象者　　　高校生
●代表　　　　松下　忠明
●指導員　　　松下　忠明、玉井　宏昌、竹田　悠
●設立年度　　平成23年4月

高

近畿ブロック　大阪府

近畿大学体育会日本拳法部
部員のほとんどは、初心者で入部し、       
卒業までに参段を取得する学生もいます。
●道場の場所　近畿大学 東大阪キャンパス
                     11号館3階剣道場
●電話　　　　06－6719－1587（体育会本部）
●E-Mail　　　info@kindaini.com
●URL　　　　http://www.kindaini.com
●練習時間帯　火曜日　18:00～20:00　　　　　　
　　　　　　　水曜日　16:30～18:30
　　　　　　　木曜日　19:00～21:00
　　　　　　　金曜日　(偶数月)18:00～20:00
　　　　　　　　　　　(奇数月)20:00～22:00
●対象者　　　近畿大学学生
●代表　　　　石津　雅之
●指導員　　　山上　侑佐
●設立年度　　平成5年

学

拳心会

●道場の場所　東大阪市御厨栄町４－１－１０
大阪商業大学　日本拳法部　道場

●電話　　　　０９０－４６４４－８３７５
事務局　角谷（すみや）

●E-Mail　　　sumiya-hoken@rinku.zaq.ne.jp
●URL　　　　http://shodaikempo.bbs.fc2.com/
●練習時間帯　平日　４時３０より　

土曜　１０時より
●対象者　　　大阪商業大学　日本拳法部　ＯＢ
●代表　　　　拳心会　会長　高　信志
●指導員　　　松本　章
●設立年度　　

社



拳友会 社

●道場の場所　吹田市岸部南二丁目36番1号
●電話　　　　06－6381－8434（代表）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　不定期
●対象者　　　大阪学院大学日本拳法部ＯＢＯＧ
●代表　　　　井上　敦史（会長）
●指導員　　　
●設立年度　　昭和51年4月

近畿ブロック　大阪府

昇龍館　摂津
個々に寄り添い心身共に調和のとれた人間
形成を促す指導を行っています。
●道場の場所　①鳥飼小学校

②鳥飼体育館
●電話　　　　０９０－８４５６－５９９５（上田）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.geocities.jp/hide7524
●練習時間帯　①火曜日　19:00～21:00

②金曜日　19:00～21:00
●対象者　　　年中～大人
●代表　　　　北岡　勝彦
●指導員　　　高橋　幸彦、松本　賢一郎
●設立年度　　平成７年３月

少

四天王寺大学　日本拳法部
基礎を中心にお互いに改善点を指摘し合っ
て練習をとり組んでいます。
●道場の場所　大阪府羽曳野市学園前3丁目2-1
●電話　　　　090ー9703ー4131（高原）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://sitennnoujinikken.blog.fc2.com/
●練習時間帯　毎週　水・金　17:00～19:00
●対象者　　　大学生
●代表　　　　高原　彰宏
●指導員　　　柿本　実
●設立年度　　平成10年4月

学



吹田市日本拳法連盟　片山教室
日本拳法の修法を通じて常に礼節を重んじ
心身を鍛錬し自己の修養に勤める
●道場の場所　片山市民体育館

吹田市吹田市出口町31-2
●電話　　　　06ー6389ー2681
●E-Mail　　　ganchan75@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水・金　18:30～21:00
●対象者　　　小学生～一般
●代表　　　　奥谷　岩夫
●指導員　　　宮崎　堅一、利川　貞則、野原　幸雄
●設立年度　　昭和47年

社少

近畿ブロック　大阪府

吹田市日本拳法連盟　クリエイティブ教室
長幼の序や仲間意識を大切に、
楽しく拳法を。
●道場の場所　青少年クリエイティブセンター

吹田市岸部中1-16-1
●電話　　　　06ー6389ー2061
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:00～21:00
●対象者　　　幼児～成人
●代表　　　　岸前　禎一
●指導員　　　橋本　公裕
●設立年度　　平成15年

社少

吹田市日本拳法連盟　北千里教室
上達の近道、基本に戻り日々繰り返し。

●道場の場所　北千里市民体育館
吹田市藤白台5-5-1

●電話　　　　090ー3872ー9968
●E-Mail　　　boss@nagae.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　19:00～20:50
●対象者　　　小学生～一般
●代表　　　　長江　忠彦
●指導員　　　清水　洋介、井入　延貴
●設立年度　　昭和55年

社少



吹田市日本拳法連盟　洗心館教室
「技の真髄は円にあり」をモットーに空乱、
防具練習で教えています。
●道場の場所　吹田市立武道館　洗心館

吹田市山田北2-1
●電話　　　　06ー6877ー6211
●E-Mail　　　suitasenshinkan@yahoo.co.jp
●URL　　　　http://www12.plala.or.jp/sammyshop/
●練習時間帯　毎週　月・木　少年部　18:30～19:45

　　　　　　　一般部　19:30～20:45
●対象者　　　小学生～一般社会人
●代表　　　　阪上　繁弘
●指導員　　　芦高　政之、友田　洋司
●設立年度　　平成2年

社少

近畿ブロック　大阪府

吹田市日本拳法連盟　千里山教室
武道の礼儀、礼節を教え、心身共に健全な精
神を育成する。
●道場の場所　千里山佐井寺図書館多目的室

吹田市千里山松ヶ丘25番2号
●電話　　　　090ー1134ー9073
●E-Mail　　　ganchan75@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　金曜日　18:30～20:45

　　　　（盆正月は休む場合有）
●対象者　　　小学、中学、高校、大人全般
●代表　　　　酒井　富義
●指導員　　　杉林　勇
●設立年度　　昭和59年

社少

吹田市日本拳法連盟　南吹田教室
人に優しく　自分に厳しく　大和心
南吹田
●道場の場所　南吹田市民体育館

吹田市南吹田5-34-1
●電話　　　　06ー6386ー7050
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.nihonkempo.net/
●練習時間帯　毎週　火・金　18:30～20:45
●対象者　　　小学生～大人
●代表　　　　山口　修
●指導員　　　山口　大輔、津田　晴康、岡田　博幸

曽根　忠勝、山口　陽平
●設立年度　　平成2年

社少



吹田市日本拳法連盟　目俵教室
文武両道。厳しい将来に向って強い心と
柔軟な頭脳を作るのを目標に。
●道場の場所　目俵市民体育館

吹田市目俵町1-11
●電話　　　　06ー6878ー4122
●E-Mail　　　medawara@studiowith.com
●URL　　　　http://www.studiowith.com/medawara/
●練習時間帯　毎週　木・日　19:00～20:50
●対象者　　　少年年長～一般
●代表　　　　長江　和子
●指導員　　　西村　直樹、野田　浩一
●設立年度　　平成9年

社少

近畿ブロック　大阪府

摂津市日本拳法連盟　摂津道場
心身の鍛錬に護身術の習得に！

●道場の場所　摂津市正雀１－１－１
摂津市立味舌スポーツセンター内

●電話　　　　０６－６３８１－６７６７
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火曜日　19:00～21:00
●対象者　　　中学生以上の男女
●代表　　　　小西　浩
●指導員　　　西岡　良章
●設立年度　　昭和60年９月

社

吹田市日本拳法連盟　山田教室
気発を観じて未発を討つ：究極の奥義上到
達の要締「無心」
●道場の場所　山田市民体育館　吹田市山田西3-84-1
●電話　　　　06ー6876ー8855
●E-Mail　　　ganchan75@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・金　少年部　18:15～

　　　　　　　一般部　19:30～
●対象者　　　少年：年長～中学／一般：中学～
●代表　　　　前屋舗　弘之
●指導員　　　家本　健司、蒲田　新
●設立年度　　昭和61年

社少



日本拳法　拳秀會
健全な身体と健全な心を養い, 文武一元を旨と
する,『道』の追求に潜心する場と しております。

●道場の場所　（現在）大阪工業大学 
体育館内(第三練習場)

●電話　　　　06ー6355ー1333(山尾)
●E-Mail　　　yamao＠occn.zaq.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　午後～
●対象者　　　学生及び社会人
●代表　　　　山尾　英一
●指導員　　　OB関係者
●設立年度　　

社

近畿ブロック　大阪府

日本拳法　拳武会
３０代、40代の楽しい仲間がいる
道場です。
●道場の場所　大阪狭山市立総合体育館武道場
●電話　　　　080ー3778ー2278（岡本）
●E-Mail　　　kumajirou@leto.eonet.ne.jp
●URL　　　　view_community.pl?id=3024000(mixiｺﾐｭﾆﾃｲ）
●練習時間帯　毎週　日曜日　09:00～12:00
●対象者　　　社会人
●代表　　　　岡本　隆馬
●指導員　　　矢田　敬数
●設立年度      昭和60年6月　　

社

日本拳法・拳親会本部道場
個性豊かな元気な平野の街づくり
　～主催：関西大学拳親会～
●道場の場所　大阪市平野区平野西３－４－７

大阪市立摂陽中学校内格技室
●電話　　　　０６－６７９３－４１３５（宮崎）

０９０－２１１９－４９１１
●E-Mail　　　m-fumio65@docomo.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日

小・中学年　　　　     18:30～19:30
高・大学生、一般社会人18:30～20:30

●対象者　　　小学年～一般・社会人
●代表　　　　宮崎　文雄
●指導員　　　石本　聡（師範）他１４名
●設立年度　　平成22年6月（新規オープン）

社



日本拳法明生館
日本拳法八要の習得、向上に励み格調高い
人間形成を目指す。
●道場の場所　堺市立若松台小学校

狭山市立南第二小学校
●電話　　　　０７２－３６８－２９５７
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木 　19:00～21:00（若松台）

毎週　土曜日　19:00～21:00（南第二）
●対象者　　　幼年～社会人
●代表　　　　川東　祐幸
●指導員　　　染東　吉、柳澤照夫
●設立年度　　平成１０年４月

社少

近畿ブロック　大阪府

パナソニック（株）日本拳法部
心身の鍛錬、体力増強など各人の目標に合
わせ楽しく活動しています！
●道場の場所　大阪府門真市松生町1-15 
●電話　　　　06ー6906ー2353(塚田）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:00～20:00

毎週　土曜日　10:00～12:00
●対象者　　　会社関係者
●代表　　　　吉田　公三
●指導員　　　西田　弘幸、久米　元雄、塚田　誠
●設立年度　　昭和52年1月12日

実

初芝立命館高等学校
初心者・女子大歓迎！ 誰でも楽しく安全に
強くなれる武道です。
●道場の場所　体育館柔道場
●電話　　　　０７２－２３５―３９００
●E-Mail　　　m_kawamoto@htsb.ed.jp
●URL　　　　http://www:hatsushiba.ed.jp./ritsumeikan/
●練習時間帯　月火木金　16:00～19:00

土曜日　　13:00～16:00
●対象者　　　高校生
●代表　　　　川本　正人
●指導員　　　深山　陽生
●設立年度　　昭和４７年４月

高



東大阪大学柏原高等学校
春夏通算12回の全国制覇!! 壊れない体
と挫けぬ心が目標!! 男子校です。　押忍。
●道場の場所　大阪府柏原市本郷５丁目９９３番地

拳法道場
●電話　　　　０７２－９７２－１５６５
●E-Mail　　　kenpo.kashiwara.hs@gmail.com
●URL　　　　http://www.kashiwara.ed.jp
●練習時間帯　毎週　月～金　15:30～18:30

第1、3土曜日　09:00～12:00
●対象者　　　高校男子
●代表　　　　二見　友浩
●指導員　　　村元　俊介
●設立年度　　

高

近畿ブロック　大阪府

枚方市民拳法の会
発会57年の伝統と枚方体育協会加盟
50年の実績
●道場の場所　枚方市立小学校体育館他
●電話　　　　072ー848ー2662
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・木・土・日
●対象者　　　幼児～高齢者まで
●代表　　　　会長　奥野　彦文
●指導員　　　大音　正明　他6名
●設立年度　　昭和30年4月

社

箕面市日本拳法連盟
一人一人の自主性を重んじ、厳しい中にも
暖かい道場作りを目指しています。
●道場の場所　箕面市第一武道場

箕面市新稲3-12-1
●電話　　　　０７２０－２１－７９７９
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.eieioh.com/nikken/
●練習時間帯　毎週　金曜日　19:００～２1:00
●対象者　　　社会人のみ、高校生から社会人
●代表　　　　橋本　公三
●指導員　　　中村、中林、峰地、吉龍
●設立年度　　昭和５７年４月

社



桃山学院大学
部員一同、一致団結し、個々の能力を高める
べく、日々精進しております。
●道場の場所　大阪府和泉市まなび野１－１ 柔道場
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　 17:00～19:00

毎週　土曜日　11:00～13:00
●対象者　　　大学生
●代表　　　　馬場　巌
●指導員　　　松井　栄児
●設立年度　　

学

近畿ブロック　大阪府

ＩＭフーズ (株 )

大阪市交通局　日本拳法部

社茨木市日本拳法連盟

大阪市立美津島中学

大阪商業大学

大阪商業大学高等学校 高

大阪市立大学

学

学

実

実

少



高

大阪市立大学日本拳法部OB会 社

大阪体育大学浪商高等学校

大阪体育大学 学

近畿ブロック　大阪府

大阪電気通信大学

開成館香里

大阪府警本部　日本拳法部

近畿大学泉州高等学校

啓光産業日本拳法部

拳聖会 (大阪産業大学日本拳法部ＯＢ会）

高

（株）興永テクノス

社

学

実

実

実

少



高

鴻池組日本拳法部

真誠塾真武館

四天王寺羽曳丘高等学校

近畿ブロック　大阪府

実

少

信太山自衛隊　日本拳法部

住吉高等学校

真武館

聖拳クラブ（桃山学院大学日本拳法部OB会）

総合警備大阪日本拳法部

天道会

高

藤友クラブ

社

社

社

社

社

実

実



高長尾台高等学校

社

( 株 ) 日研工業所日本拳法部

楠州會

近畿ブロック　大阪府

実

日本拳法開成館

日本拳法洪游会富田林支部

日本拳法貝塚研修会

日本拳法十三同志会

日本拳法　新風会

日本拳法　誠豪

日本拳法　赤心会

社

社

社

社

少

社少

社少

少



日本拳法仏光振武会 社

社拍翔会（柏原高校OB会）

日本拳法マルハン貝塚道場

近畿ブロック　大阪府

実

（株）明倫産業　日本拳法部

桃山学院高等学校

実

高



芦屋大学日本拳法部

我が拳法部は昭和５6年に発足して以来、「技は
力なり」をモットーに日々多くの汗を流し修練に励
み、過去の黄金期には全日本学生個人三連覇・
関西学生準優勝・兵庫県優勝と輝かしい歴史を
残している。そして今再び名門芦大の復活を目指
して全部員が一丸となって士気を高め精進した結
果、本年西日本学生二部優勝・兵庫県優勝・全
国大学選抜ベスト８など果たした。今後もひとり一
人の可能性を引き出し、部員間で助け合う心を育
て人格形成することを日夜目指している。

■所在地･その他

■概要

創部以来、指導の目的が人格形成であり、その手
段として各個人に試合の目標を持たせ日々の練習
に励ますという考えから、その目標を達成するため
に自ら常に「考え・判断・行動」させる指導や自
主性とやる気を育てるために部員間での技の研修
を実施している。また、試合後には必ずミーティン
グを行い、次に繋がるための材料の収集や努力す
ることの大切さを認識させることを心掛けさせてい
る。更には入部当初より礼儀・マナー・言葉遣い・
挨拶など徹底した指導を行っている。

■指導方針

●道場の場所　芦屋市六麓荘町13‐22
●電話　　　　０７９７ー２３ー０６６１
●E-Mail　　　tetsuji@ashiya-u.ac.jp
●URL　　　　http://www.ashiya-u.ac.jp

●練習時間帯　毎週　月・木　17:００～19:00
毎週　火・金　17:００～19:45

●対象者　　　本学学生
●代表　　　　西光　晴彦
●指導員　　　疋田　芳浩、西光　哲治
●設立年度　　昭和56年4月16日

学

近畿ブロック　兵庫県



尼崎市立小田北中学校　日本拳法部

本校の生徒の様子から。「持て余したエネルギー
を何とかしてやりたい」と、平成１８年に「同好会」
として立ち上げ、「朝のお勤め（学校周辺の清掃）」
などの実績を認めていただき、翌１９年に「部活
動」に昇格することが出来ました。
現在、卒業生たちは、大学や高校の拳法部で活躍
してくれており、後輩たちも、先輩に続けと、日々、熱
心に拳法に打ち込んでいます。全・総合選手権大
会にも、４年連続で出場（２３年度、中３の部・準
優勝）できるなど、良き伝統も生まれてきました。

■所在地･その他

「物事に向き合えば、変化が始まる」「向き合い続け
れば、変化する」「変化とは、こんなふうで在りたいと
願う自分に近づくということ」
拳法そのものだけでなく、拳法部という集団に向き合
わせることで、子供たちが、やがて社会に出た時にこ
そ、強く、賢く、自身の人生を歩んでくれることを願い
つつ、部活指導に取り組んでいます。
ですから、「辞めない」・「休まない」・「遅れない」の約
束さえすれば、入部希望者の入部を認めます。そし
て、卒業式の朝、いつものように「朝のお勤め」を終
えた時、「ご苦労さん」の言葉を送ります。それでは、
練習後、黙想してから全員で唱和する「道場訓」を
ご紹介して、指導方針のまとめとさせていただきます。
【道場訓】
一、 弛まぬ心身錬磨の先にこそ、強さがあることを
     知れ。
一、 強さとは、己に打ち克つ力であることを知れ。
一、 己に打ち克つ力をもって、自他を生かすことを
     知れ。
一、 自他を生かさずして、如何なる道も拓けぬことを  
     知れ。

■指導方針

●道場の場所　尼崎市神崎町２４番地１号
●電話　　　　０６－６４９９－０００５
●FAX　　　　０６－６４９９－００１０
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　月～金　07:30～08:00
　　　　16:00～17:30
土曜日　10:00～12:30
※朝の練習前には、朝のお勤めがあります。

●対象者　　　本校生徒
●代表　　　　仁井　正樹（男子部顧問）

岡田　智恵子（女子部顧問）
●指導員　　　
●設立年度　　平成１８年4月

■概要

少

近畿ブロック　兵庫県



日本拳法孝徳会

当会は、関西大学OB故塩見徳三顧問と岸添孝
司現会長により尼崎市にて昭和 33年に結成さ
れ、その名も両人の頭文字をとって孝徳会と名付
けられました。その後、後輩の萬雲師範( 八段)が
主となり牽引され、結成以来 54年、本部を中心に
支部を次 と々設立し、それぞれの地域に根ざした
社会人団体として「常に一歩一歩前進」をモットー
に歩んで参りました。現在、本部、城内支部、洛陽
支部にて、青年部、少年部ともに汗を流し、地域の
青少年の健全育成に邁進しております。

■所在地･その他

■概要

健全なる青少年育成を第一の目的とし、少年部に
おいては、体力育成はもちろんのこと精神修養の
場に重きをおいております。言葉遣い、礼儀作法
等、今日の学校教育で薄れている道徳部門を特に
重視し、指導しております。技術面においては、突
技・蹴技・投技・寝技・躱技の基本練習を最重
視し、その地道な反復練習により、正しい形を習得
できるようにしております。また、博撃の型( 三十二
形)の反復練習も実施し、その技形を防具練習あ
るいは、試合においても応用できるように指導して
おります。

■指導方針

●道場の場所　①本部　尼崎市菜切町22
         　大庄体育館・第2格技室
②城内支部　尼崎市南城内7番地2
               　城内青少年体育道場　
③洛陽支部　京都市伏見区竹田
               　七瀬川町303

●電話　　　　06ー6411ー0872
(斎藤舜駘(一乗院住職))

●E-Mail　　　
●URL　　　　http://hcweb1.bai.ne.jp/^hcl43701/koutokukai/

●練習時間帯　①毎週　金曜日　19:００～２１:00
②毎週　土曜日　1８:００～２０:３0
③毎週　土曜日　19:００～２１:30

●対象者　　　小学生から社会人
●代表　　　　岸添　孝司
●指導員　　　萬雲　孝弘(師範)
●設立年度　　昭和33年5月1日

社

近畿ブロック　兵庫県



日本拳法宝塚市連盟

昭和 25年当時関西学院大学拳法部の主将で
あった会長鷲尾和秀が、宝塚警察署の新年武道
初めに宗家澤山宗海先生の立ち合いの下で五人
掛けを披露したことを契機に日本拳法宝塚支部
が創設された。昭和 57年には副会長山根一峯が
山本台会館で日本拳法人づくり道場を開設、昭和
62年 4月には名称を日本拳法宝塚市連盟と改
め宝塚市武道連盟に加入、宝塚市武道館を稽古
場とした。その後下村一穂のピピア教室の参加を
得た当連盟は本年が創設 25周年の年となる。

■所在地･その他

■概要

武道館道場開設時は練習生に少年が多かったこ
とから「青少年の健全な育成」を主眼として、精神
面では先ずは礼儀を尊ぶこと、道場では指導者の
意見を守り自分勝手なことはしないこと、そして常
に感謝の気持ちを持つことを常々練習生に言い聞
かせた。保護者から日本拳法を修練させてよかっ
たという意見を数多く頂いたのもこの頃である。
時が移り成人の練習生が増加してもこの精神面
における指導方針の原則は何ら変わらない。技術
面では先ず基本に忠実であることを重視し、練習
生が構え、歩法、その他全ての型が正確に美しく
且つ気合いよく出来るよう指導している。少年の部
における年 2回の昇級試験では、試合に加えて、
突きの型から蹴りの型までがクラス毎に厳しく審
査されている。上級者は博撃の型 32型の審査も
ある。試合に勝つことも大事だが、基本に忠実であ
れということが当連盟の技術面での指導方針の
柱である。

■指導方針

●道場の場所　宝塚市小浜1-1-11
宝塚スポーツセンター武道館

●電話　　　　0797ー86ー6295
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月曜日　19:00～21:00
●対象者　　　小学生から社会人
●代表　　　　鷲尾　和秀
●指導員　　　鷲尾　和秀、田中　康男、横谷　茂雄

川原　良三
●設立年度　　昭和62年4月

社少

近畿ブロック　兵庫県



明石支部道場
仁義礼智信の五常を含み、心魂
日本拳法の一大鉄拳と成る
●道場の場所　明石市魚住町錦が丘２丁目2-2
●電話　　　　078ー947ー1471
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・水・金　18:00～20:00
●対象者　　　一般部は中学生から社会人
●代表　　　　桜井　信一
●指導員　　　上月　孝
●設立年度　　

社

近畿ブロック　兵庫県

甲南大学体育会日本拳法部

●道場の場所　兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
●電話　　　　078ー431ー4341
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・水・金　17:00～20:00
●対象者　　　甲南大学在学生並びに同ＯＢ
●代表　　　　筒井　滋
●指導員　　　筒井　滋
●設立年度　　

学

北兵庫拳法クラブ　豊岡支部
個性を尊重し、長所を活かし、短所を改める
指導を心がけております。
●道場の場所　兵庫県豊岡市
●電話　　　　０８０６－１２９－４７６７（平井）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　20:00～22:00
●対象者　　　小学校～社会人
●代表　　　　平井　高男
●指導員　　　廣瀬　信義
●設立年度　　

社



神戸市日本拳法連盟
日本拳法経験者、初心者、
武道に興味のある方大歓迎。
●道場の場所　①神戸みなとじま会館

②神戸西体育館
●電話　　　　０９０－２３８０－７９７９（石本）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://sinwakai.web.fc2.com/
●練習時間帯　①毎週水曜日　18：30～20：30

②毎週土曜日　17：30～19：30
●対象者　　　社会人
●代表　　　　石本　聰
●指導員　　　中西　哲弘、田中　俊之
●設立年度　　昭和61年4月1日

社

近畿ブロック　兵庫県

日本拳法　芦屋
芦屋体協・スポーツ少年団加盟　幼児から
成人男女、基本から試合まで
●道場の場所　芦屋市立体育館柔道場
●電話　　　　0797ー32ー9403
●E-Mail　　　kuroda615@kxe.biglobe.ne.jp
●URL　　　　日本拳法芦屋で検索
●練習時間帯　毎週　水曜日　19:00～21:00

毎週　土曜日　18:30～21:00
●対象者　　　幼児以上の近隣市民
●代表　　　　黒田　敦子
●指導員　　　緒方　憲吾、吉永　直樹、黒田　健
●設立年度　　平成4年3月

少

神戸大学　日本拳法部

●道場の場所　養心館
（神戸大学国際文化部キャンパス内）

●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://kobenihonkenpo.web.fc2.com/
●練習時間帯　毎週　月・水　 17:00～19:00

毎週　土曜日　10:00～12:00
●対象者　　　神戸大学生
●代表　　　　巽　喜明
●指導員　　　
●設立年度　　昭和31年

学



兵庫県立大学体育会日本拳法部
基礎を重んじ、日本拳法の面白さを伝える
事をモットーにしています。
●道場の場所　姫路市書写2167

兵庫県立大学体育館内武道場
●電話　　　　090ー3999ー3071（沼田）
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.geocities.jp/hohohoihoi067/
●練習時間帯　毎週　火・木　 18:00～20:00

毎週　金曜日　17:00～19:00
●対象者　　　大学１年生～大学４年生
●代表　　　　沼田　峻宏
●指導員　　　中川　量太、大崎　聡一朗
●設立年度　　

学

近畿ブロック　兵庫県

芦屋大学日本拳法部OB会

関西学院大学

北兵庫拳法クラブ 社

社

至道会 社

第36普通科連隊重迫撃砲中隊

智晃会

西宮連盟 少

少

学

実



日本拳法八要クラブ 社

流通科学大学

近畿ブロック　兵庫県

学



関西ビルカン　日本拳法部

会社が昭和６４年発足し、実業団連盟主催第１０回大会より
加盟するも、弊社拳法部には、２名しか部員が居らず、関連会
社の格闘技経験者を借りたり、時には他社の同じ境遇の選手
と合同で出場したりと、中小企業のクラブの難しさを痛感して
おります。クラブとして第１５回大会第３位、第１６回大会準優
勝の成績を残しております。
代表が洪遊会西成の師範と言う事もあり、洪遊会西成と同
じ、水・金曜日１９：３０より２１：００が練習時間となります。
小学校の体育館を使用している為学校の行事優先で、要連
絡です。

■所在地･その他

■概要

社会人と言う事で、仕事に支障をきたさない様に
と、一生を通じての修練であり、拳法を通じて輪を
広げる事を主に目指しています。
年をかさねても、その年なりの拳法をするので、拳
法を永く続ける事を主に考えています。

■指導方針

●道場の場所　大阪市西成区玉出中２－１３－１６
玉出小学校　体育館 

●電話　　　　０６－６６８６－１３９３
●E-Mail　　　kansaibirukan@excite.co.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水・金　19:30～21:00
●対象者　　　１６才以上の社会人。学生可
●代表　　　　内田　義春
●指導員　　　森　仁、松原　英樹、国田　永雄
●設立年度　　平成11年4月

実

近畿ブロック　奈良県



共栄火災拳法部（共栄クラブ）

昭和 63年共栄火災奈良支社の同僚と、実業団
連盟・奈良県連盟現会長の撫養義朗が日本拳法
の稽古を始めました。これが奈良県における日本
拳法の活動の端緒であると言えます。その後、一般
社会人や少年の部を加え、「共栄火災拳法部」が
正式に発足し、「実業団連盟」及び「社会人連盟」
に加入して積極的な活動を始め、実業団の全日本
大会では、準優勝も果たしています。
奈良県北部における中核道場「共栄クラブ」とし
て活動を続けています。

■所在地･その他

■概要

日本拳法の理念
心の武道、青少年の健全育成を説き「和」をモッ
トーに日々の稽古を通じて調和のとれた強靭な精
神・肉体を育み、世の為・人の為に尽くす人間形
成をめざしています。
少年・学生・一般社会人、誰でも歓迎します。
技術指導は、柔軟体操・基本の博技・突・蹴・受
技・躱技・博撃の形等を反復稽古します。そして
防具練習に入ります。
初心者は、基礎体力強化・基本練習を個別に指
導します。

■指導方針

●道場の場所　奈良市法蓮佐保山四丁目６番３号
奈良市中央第二武道場(月曜日)
奈良市法蓮佐保山四丁目６番１号
奈良市中央第二体育館(木曜日)

●電話　　　　0742-33-4460
090-8652-0704

●E-Mail　　　nikken684460@hotmail.co.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　19：30～21：00
●対象者　　　小　中　高　大学生　社会人
●代表　　　　師範　撫養　義朗
●指導員　　　上述
●設立年度　　昭和63年4月

実社少

近畿ブロック　奈良県



濫觴会

黄河や揚子江のような大河も、その源に遡れば、
「觴(さかずき)」がやっと「濫(う)かぶ」くらいのさ
さやかな流れから始まり、多くの支流に支えられて
成り立っていると言います。
われわれも今はささやかな同校の集いに過ぎませ
んが、いずれは斯道・斯界の「大河」とならんこと
を祈念し、「濫觴会(らんしょうかい)」と名乗りまし
た。

■所在地･その他

大淀高校のＯＢＯＧの稽古場所確保と親睦を目
的として設立した本会ですが、後に一般にも門戸
を開放し、ジュニアから成人までを受け入れて、奈
良県中南部の中核道場として活動しています。現
在では、一般の部・ジュニアの部・大淀高校ＯＢ
ＯＧ会・橿原高校ＯＢＯＧ会・青翔高校ＯＢＯＧ
会の５部門が熱心に稽古に励んでいます。
戦績としては、全日本社会人大会団体で１部・２
部ともに優勝を果たしており、個人でも、社会人・
大学・高校それぞれの現役王者と元王者が在籍
しています。
指導方針としては、武術としての拳法と競技スポー
ツとしての拳法のいずれにも偏ることなく、「拳の理
合」の追求と、「社会に貢献できる武道人」の育成
を目指し、日本拳法というすばらしい武道の普及と
奈良県拳法界のレベルアップに微力ながら寄与し
て行きたいと考えております。

■指導方針

●道場の場所　奈良県高市郡高取町
●電話　　　　０７４４－５２－３６８９
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水・金　19:00～21:00
●対象者　　　小学1年～成人まで
●代表　　　　香美　秀一
●指導員　　　中西　毅、吉本　典史

増田　敦己、橋岡　典昭
●設立年度　　平成5年

■概要

社少

近畿ブロック　奈良県



拳歯会 社

鬼手佛心
強く　優しく　華麗に
●道場の場所　大阪歯科大学牧野道場

枚方市牧野本町1丁目4番4号
●電話　　　　０７４３－５２－６５２５
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　不定期
●対象者　　　大阪歯科大学OB
●代表　　　　栗原　朗
●指導員　　　なし（各自研究）
●設立年度　　昭和58年

近畿ブロック　奈良県

奈良県立橿原高等学校日本拳法部
平成12年創部。部訓は『不撓不屈』。
全国団体優勝４回。
●道場の場所　奈良県橿原市北越智町
●電話　　　　０７４４－２７－８２８２
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　月～土　2時間程度
●対象者　　　
●代表　　　　東　宏樹
●指導員　　　師範  香美　秀一、西口　寛一

上田　賢祉、黒松　加奈
●設立年度　　平成12年

高

奈良県立大淀高等学校日本拳法部
平成元年創部。部訓は『不退転』。
全国団体優勝５回。
●道場の場所　奈良県吉野郡大淀町
●電話　　　　０７４７－５２－４１７１
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　
●対象者　　　
●代表　　　　辻本　淳一
●指導員　　　師範  香美　秀一、監督　増田　敦己
●設立年度　　平成元年

高



奈良県立青翔高等学校日本拳法部
平成21年創部。部訓は『確乎不抜』。
 奈良県勢３校目の全国制覇を目指す。
●道場の場所　奈良県御所市御所
●電話　　　　０７４６－５２－３９５１
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　月～土　2時間程度
●対象者　　　
●代表　　　　香美　秀一
●指導員　　　香美　秀一
●設立年度　　平成21年

高

近畿ブロック　奈良県

真誠館（同志社大学OB） 社



和歌山県日本拳法連盟　下津拳友会

昭和３２年に和歌山県下津町にて故友田忠先生
が和歌山県拳法連盟を創設され、約２０年後の
昭和５２年に発足した少年部の道場です。
稽古は、地元中学校の体育館をお借りし、毎週木
曜日に２時間余りの稽古ですが、元気いっぱい頑
張っております。
また、和拳連・海南支部とも交流が深く合同練習
の時は、選手同志切磋琢磨しております。

■所在地･その他

■概要

日本拳法の指導精神である『日本拳法の修練を
通して、常に礼節を重んじ、心身を鍛錬し、自己の
修養につとめ国家社会の繁栄と国際平和に寄与
すること。』を念頭に置き指導しております。
少年・少女の拳士等には、日本拳法の技術の修
練は勿論のこと、人としての礼節、人間形成の場と
しても一躍を担えればと思っております。
稽古内容は、形の稽古や防具装着後の撃ち込み・
乱稽古を行っております。
生徒たちが将来、高校・大学・社会人になり、日
本拳法を修練していた事をいろんな場面におい
て、活かせてくれれば幸いです。

■指導方針

●道場の場所　海南市下津町方１６６－１
●電話　　　　073ー492ー5108
●E-Mail　　　oldriver@dream.ocn.ne.jp 
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　木曜日　19:30～２１:30
●対象者　　　幼年から中学生
●代表　　　　古川　晃義
●指導員　　　上田　雅也、橋爪　伸之
●設立年度　　昭和52年

少

近畿ブロック　和歌山県



和歌山県日本拳法連盟　湯浅支部

昭和 52年 4月日本拳法の普及と青少年の健全
育成を目的に設立
道場は公共施設（有田郡民体育館）柔道場を使
用しています。
練習場の規模は、畳130畳の広さを有しています。

■所在地･その他

■概要

「一に忍耐、二に我慢、三、四がなくて五が辛抱。
努力にまさる天才なし、勇躍せよ、突進せよ断じて
休むなかれ」和歌山県日本拳法連盟創始者、故友
田先生が好んで用いた言葉で湯浅支部の指導方
針にしています。少年部は特に基本を中心に突技、
蹴技、受技、躱技を徹底指導しています。少年、青
年、最初の１～２ケ月はマンツーマンで基本練習
を行った後、防具練習（乱稽古）に入ります。『頭
は低く、目は高く、心は広く』日本拳法全国連盟　
元会長友田　忠先生の教えを尊重し、長所を生
かし短所を改めさせる指導をしています。

■指導方針

●道場の場所　和歌山県有田郡湯浅町湯浅町２４３５－１
●電話　　　　０７３７－６３－５５１１
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・水・土１９：００～２１：００
●対象者　　　幼年～社会人

●代表　　　　師範　出口　文雄
　　　　　　　支部長　杉山　勲
●指導員　　 （社会人）西川 雄一郎 　新谷　祐二
　　　　　　 （少年）上田　哲也　冨長　加恵
　　　　　　　　　　中山　文昭　山口　貴士
　　　　　　　　　　出口　寿紀　白岩　司王
●設立年度　　昭和52年4月

少

近畿ブロック　和歌山県



和歌山県立伊都高等学校日本拳法部

1949 年、旧制伊都中学校の同期生であった青木
卓師範・阪井啓殷部長によって創設された。
1953 年、洪游会本部道場において行われた住吉
高校・関学高等部・伊都高校の三校交流試合に
参加、1954 年に関学高等部・関大一高・伊都高
高校三校交流試合を伊都高校で開催した。これ
がのちに全国高等学校日本拳法選手権大会へと
発展開花するに至った1955 年の全国高校拳法
選手権第 1回大会の萌芽であったと伝えられて
いる。

■所在地･その他

■概要

青木卓師範が拳法部創部を報告したとき、宗家
澤山宗海先生は、「大阪に発生した日本拳法が初
めて和歌山に、それも和歌山県立伊都高等学校に
出来たことを嬉しく思います。」とお喜びになり、「練
習者は青少年であり、何も知らない。だから、手を
取って導くように親切に丁寧に根気よく教えて下
さい。」と御言葉を下さった。以来、今日に至るまで
指導者の心得として受け継がれている。                        
また、1982 年、拳法部専用道場竣工記念に日本
拳法会初代会長矢野文雄先生の揮毫された「再
思三省」の扁額が現在も道場正面に掲げられてい
る。この言葉は、現役部員のみならず本道場を巣
立っていった数多くのＯＢ諸氏の人生を照らす灯
となって輝いている。

■指導方針

●道場の場所　和歌山県橋本市高野口町名古曽５５８
●電話　　　　０７３６－４２－２０５６
●ＦＡＸ　　　 ０７３６－４３－０００５
●E-Mail　　　tsujimoto-k002@wakayama-c.ed.jp
●URL　　　　http://www.ito-highscool.jp/

●練習時間帯　月曜日～金曜日（放課後）
●対象者　　　伊都高校拳法部員(男女)
●代表　　　　部長　辻本　馨
●指導員　　　伊都高校ＯＢ会
●設立年度　　昭和24年

高

近畿ブロック　和歌山県



自衛隊和歌山日本拳法部
礼節を重んじ信頼、感謝、自己反省の心を持
ち休むことなく精進すべし
●道場の場所　和歌山県日高郡美浜町和田１１３８

陸上自衛隊和歌山駐屯地
和歌山県御坊市島４２６番地１
御坊市立武道館

●電話　　　　０７３８－２２－２５０１
●E-Mail　　　sakura888@leto.eonet.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　 19:00～21:00

毎週　土曜日　17:30～19:30
●対象者　　　中学から一般
●代表　　　　山田　佳伸
●指導員　　　山田　佳伸
●設立年度　　

社

近畿ブロック　和歌山県

日本拳法 和龍館 (和拳連白浜 )
人の痛みや辛さの分かる、
人間形成を目指しております。
●道場の場所　和歌山県西牟婁郡白浜町栄320

富田中学校内柔剣道場
●電話　　　　0739－43－7829
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水・土　19:30～２１:30
●対象者　　　小学生～一般
●代表　　　　江口　昌邦
●指導員　　　山本　哲弥
●設立年度　　昭和55年頃

日本拳法　和歌山・旭学園道場
子ども達の気力・体力の向上と共に、礼を
習い、自立・強調の心を高める。
●道場の場所　和歌山県和歌山市冬野１５５

私立旭学園内
●電話　　　　０７３－４７９－００８０（旭学園）
●E-Mail　　　asahigaku＠train.ocn.ne.jp
●URL　　　　http://www.solana.biz/~asahigakuen/
●練習時間帯　毎週　土曜日　13:30～15:00
●対象者　　　学園および地域の小・中学生
●代表　　　　前　春夫　073－479－2850

　　　　　（兼FAX）
●指導員　　　前　春夫
●設立年度　　平成18年6月17日

少

社



和歌山県日本拳法連盟　紀の国支部
身体と心を磨き、強さと優しさを兼ね備えた
人間の育成を目指します。
●道場の場所　和歌山県海南市立下津第一中学校体育館

巽中学校体育館
●電話　　　　０７３－４９２－３８０６（薮井）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・水　 19:30～21:30

毎週　金曜日　20:00～21:30
●対象者　　　幼児から社会人
●代表　　　　湊　俊雄
●指導員　　　薮井　廣志
●設立年度　　平成元年4月

少

近畿ブロック　和歌山県

和歌山県日本拳法連盟　和歌山クラブ
日本拳法を通じて武道精神を学ぶと共に
スポーツ拳法を楽しむ道場です。
●道場の場所　和歌山県立武道館

和歌山市立雑賀小学校
●電話　　　　０７３－４４７－２３５８（山下）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・木　 19:００～２１:00

毎週　日曜日　10:００～12:00
●対象者　　　幼年～社会人
●代表　　　　山下　耕司
●指導員　　　山下　実輝
●設立年度　　昭和59年7月

少

和歌山県日本拳法連盟　御坊支部
礼節を重んじ、感謝、素直、反省、諦めない
心で日本人の誇りを持とう。
●道場の場所　和歌山県御坊市島４２６番地１

御坊市立武道館
●電話　　　　０８０－５６３０－１２８１
●E-Mail　　　sakura888@leto.eonet.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　 19:00～21:00

毎週　土曜日　17:30～19:30
●対象者　　　幼年から中学まで
●代表　　　　山田　佳伸
●指導員　　　山田　佳伸、前田　友彦、川口　寛喜

片桐　崇之
●設立年度　　

少



和歌山県拳法連盟粉河支部 (日本拳法粉河川口道場 )

●道場の場所　和歌山県紀の川市粉河1918
●電話　　　　0736-73-6086（川口）

0736-73-6896（辻内）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　16:30～18:30

毎月　第３日曜日　10:00～12:00
●対象者　　　一般（高校～社会人）
●代表　　　　川口　弘久、相談役　木村　京守

相談役　中川　竹一、支部長　辻内　孝之
●指導員　　　
●設立年度　　

社

近畿ブロック　和歌山県

川衛製作所

高野山大学

武学館 社

和歌山県日本拳法連盟本部 社

和拳連　九度山支部

和拳連　海南支部 社

和拳連　宮原支部 社

社少

実

学



中国ブロック

広島県
2

岡山県
8

鳥取県
1島根県

0

山口県
1



米子（第８普通科連隊） 社

中国ブロック　鳥取県



岡山北桜舘

道場名の北桜は、館長が日本拳法に出会い母校
に残した日本拳法部のＯＢ会（北桜拳友会）を意
味しております。　　　　　　　　　　　　　　
将来は全国に兄弟道場が誕生してくれるのを夢
見ています。　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県に日本拳法を普及しようと三十有余年、こ
れまでの公共の施設を借りて道場を運営してきま
したが、曜日・時間の制限や駐車場の有料化など
に悩み練習環境改善の為、常設道場を開きまし
た。

■所在地･その他

■概要

「独立自尊」これは自らの尊厳を保ちつつ、独力で
生きぬくという意味です。日本拳法の修練を通じ
て、強靭な身体、強固な意志を会得出来ることから
心のゆとりを生み、堂 と々人生を歩んで欲しいと選
んだモットーです。
入門時には、日本拳法の歴史・指導者が何故日
本拳法に魅せられたかを説き、共感して真摯に練
習に励むと誓ってくれた若者、保護者の同意を得
た幼児を受け入れています。
初心者が大半なので、まず基本の反復練習、中段
の構えを崩さない足捌き、試合場に於ける礼儀作
法を徹底させることから始めています。２～ 3ヶ月
後から、サンドバッグを使って突技・蹴技の技形を
教えてから防具練習に入ります。
個々の身体的特徴に気をつけて、無理なくバラン
スのとれた拳法を習得させようと心がけています。

■指導方針

●道場の場所　岡山県東区鋼西町191-2
●電話　　　　0869ー26ー4105（田渕）
●E-Mail　　　t-tabuchi.568@camel.plala.or.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水・金　19:00～21:00
●対象者　　　幼児（年長組）～社会人
●代表　　　　田渕　芳孝
●指導員　　　後山　真太朗
●設立年度　　平成24年1月8日

中国ブロック　岡山県

社少



日本拳法岡山八要クラブ

沿革　岡山八要クラブは西宮の八要クラブ（戸泉勇
治朗師範）から暖簾分けした団体です。岡山では関東
系流派が主流でしたが、私達は日本拳法会の澤山宗
家の八要の志を貫きつつ、互いに敬い切磋琢磨し、和
して同することなく流派を超えて岡山県日本拳法連盟
を結成いたしました。その後平成 15年より岡山八要ク
ラブが独立しました。尼崎の孝徳会の萬雲孝弘・岩尾
勤師範にも道場に直接ご指導賜っています。平成 17
年には大阪に次いで岡山国体をデモスポ競技として成
功させることができました。

■所在地･その他

■概要

澤山宗海宗家の拳法の八要（心・身・気・力・技・
術・法・道）を修め完成の域に到達しようという高
い志を携えながらまず強くなれ、ということを指導
します。体を鍛えて強くなれば自信がつき心に余裕
ができ気力が湧きます。心身が鍛えられてさらに強
くなるには技術が必要です。こうして本当の強さを
身につけることで社会に役立てる人間になり自分
の中に眠っている天性をめざめさせ生き様を得る
ことができると考えています。
小学生低学年までは、大きい声の挨拶、立礼座礼
ができ、年長者を敬う。自分のことは自分でする。日
本人としての誇りを持つ。突き・蹴り・受けができ
る、むやみに人を傷つけない友達を大切にする。な
どを徹底的に教えます。小学生高学年からは突
技・蹴技と躱技の一部、中学 3年生からは躱技・
寝技・逆技。成人も基本は同じですが、1級以上
には搏撃の型 32型を指導します。基本、周り稽
古、乱稽古には防具を装着します。

■指導方針

●道場の場所　①富町本部道場　②川崎医科大学
③ももたろう保育園

●電話　　　　086ー694ー8801（谷向）
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　①毎週　水曜日　21:00～23:00
②毎週　火・金　 19:00～21:00
③毎週　月曜日　09:00～12:00

●対象者　　　５才以上
●代表　　　　谷向　健
●指導員　　　谷坂　佳苗、蒲田　光希、菊岡　亮介

中山　智弘、谷向　弥緒
●設立年度　　平成15年

社

中国ブロック　岡山県



もののふ塾
万理一空の境地を目指し、人の道を学び、
基本から朝鍛夕練修得する様指導
●道場の場所　岡山県赤磐市山陽4-4-4（本部）
●電話　　　　086ー955ー7479
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火曜日　19:00～21:30
●対象者　　　小学生～社会人　男女不問
●代表　　　　廣瀬　正泰
●指導員　　　
●設立年度　　

社

中国ブロック　岡山県

岡山商科大学

岡山県連盟　岡山道場 社

岡山県連盟　瀬戸内道場 社

総社道場 社

ネオポリス拳法会 社

学

少

少



日本拳法　広島拳友会
楽しく武道にふれてみよう

●道場の場所　①広島市西区鈴が峰公民館
②東広島市運動公園柔道場

●電話　　　　090ー9069ー2062
●E-Mail　　　osamu.nishikawa@nifty.com
●URL　　　　http://pub.ne.jp/nikkenkozo/
●練習時間帯　①毎週　土曜日　09:00～11:30

②毎週　木曜日　16:00～17:30
●対象者　　　小学生
●代表　　　　西川　修
●指導員　　　
●設立年度　　平成18年3月3日

社少

中国ブロック　広島県

広島拳法クラブ 少

山口（第１７普通科連隊）
中国ブロック　山口県

社



四国ブロック

徳島県
10高知県

1

香川県
1

愛媛県
4



日本拳法拳風會

１９９７年１１月、徳島県川内町（会長宅敷地内）
に拳風會本部は建造されました。３０畳の稽古地
に加えウエイトトレーニング室も完備した本格的
な道場に仕上がっています。
また２０００年４月には同市渭東地区に支部道場
を設立。こちらはコミニティセンターの一角をお借
りした広く開放感のある道場となっています。共に
在籍者は幼児～中高年まで、またメディアの取材
を受けるなど、老若男女問わず地域に親しまれて
います。

■所在地･その他

■概要

拳風會では、まず大きな声で挨拶をする事から始
めます。何事においても挨拶無くして物事は始まり
ません。そして技術面の稽古に移るわけですが、練
習生達は色 な々目標を持って稽古を行っていま
す。精心修行、肉体強化、ストレス発散、趣味として
など。我々指導者達は個々のレベルや目標に応じ
親切丁寧な指導を心がけていますが、時には厳し
くメリハリのある稽古を行なう様にしています。
恒例である新春寒稽古から始まり一年を通して心
身を鍛錬し、健全なる青少年の育成、また武道とし
て生涯スポーツとして地域に貢献出来る道場作り
を目指しています。

■指導方針

●道場の場所　①本部　徳島市川内町下別宮
②支部　徳島市福島２丁目渭東
　　　　コミニティーセンター内

●電話　　　　０８８－６６５－４４００（福川）
●E-Mail　　　kenpuukai@nna.so-net.ne.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　①毎週　火・木　19:00～22:00
②毎週　水・金　19:00～21:30

●対象者　　　４才以上
●代表　　　　福川　賢吾
●指導員　　　林　祐彦、照本　達也、井上　千輔
●設立年度　　平成9年11月

社少

四国ブロック　徳島県



日本拳法　国府道場

平成４年に地元の国府町にて始める。
当初は、北井上コミニュティセンターを借りていた
のですが、畳の上での練習で多く学んで頂きたく、
２年後には自宅の倉庫を改築、新たに町道場の出
発となりました。その後、加茂名地区・矢三地区に
学校等をお借りして、幼年から一般まで幅広く楽
しんで練習をしております。

■所在地･その他

■概要

肉体と精神をきたえる拳法道場を目指しています。
モットーは｢継続は力なり｣を自他共にしての指導・
練習をしております。拳法を通して少年少女に礼儀
と秩序を身につけさせることに重点を置き、心身と
もに健康な子供の育成を目標にしています。
また一般に於は護身、健康のため等、目的に応じ
て練習を行ってまいります。
徳島市スポーツ少年団所属の指導認定員が、初
心者から女性の方まで年齢・性別を問わず責任
をもって安心指導いたします。
尚、体験入門も可能ですので、お気軽におい
で下さい。

■指導方針

●道場の場所　徳島県徳島市国府町佐野塚字
小塚原２７(その他)

●電話　　　　０９０－４５０４－４２５３
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　月～金　19:00～22:30
●対象者　　　幼児から高齢者の老若男女
●代表　　　　森脇　太
●指導員　　　森脇　太、橋本　昌夫
●設立年度　　平成４年

四国ブロック　徳島県

社少



日本拳法徳島県連盟

日本拳法は故澤山宗海宗家が昭和７年に日本で
初めて防具着装による実戦の拳法を創始されたこ
とにその歴史を発しています。安全な防具を着装
することにより，突き・蹴り・投げ・逆捕りのすべて
の実戦練習が可能となり，格闘技の神髄を追求す
べく日本拳法が誕生しました。
徳島では日本拳法の歴史は長く、多くの団体が所
属する中、日本拳法徳島県連盟では、徳島本部道
場、松茂道場、佐那河内道場、応神道場にて活動
し、多くの道場生が入門しています。

■所在地･その他

■概要

少年部門では、グローブ、胴を着用する日本拳法に
より、安全で安心な練習による技術の取得、体力
の向上と、礼節を重んじ、強くたくましく、勇気と思
いやりをもった青少年の健全な育成に寄与すると
ともに、道場生間の世代間を超えた交流の場にな
ることを目標としています。
成人部門では、防具着用による実践的な練習と、
礼節、耐力の向上を目指すと共に、殴打技、蹴り
技、関節技などの技術の習得を目指しています。

■指導方針

●道場の場所　①徳島県本部道場 　②松茂道場
③緑風館(館長 橘 只行) 
④佐那河内道場 （道場長 林 實） 
⑤応神道場 （道場長 井原 勇規）

●電話　　　　 090ー3180ー3581
●E-Mail　　　marusyo5@wmail.plala.or.jp(事務局）
●URL　　　　
●練習時間帯　③火曜日　幼・少年部  19:00～21:00

　　　　　佐那河内体育館
②水曜日　幼・少年部  17:30～19:00
　　　  　 松茂第二体育館

②金曜日　一般部　　 19:00～21:00
　　　　　松茂第二体育館
①木・土　 幼・少年部  18:30～19:30
　　　　　県立中央武道館
　　　　　一般部 　　19:30～21:00
　　　　　県立中央武道館

●対象者　　　少年・一般
●代表　　　　樋口　健二
●指導員　　　武田　雅昭、濱尾　眞一郎

岡田　克雄
●設立年度　　昭和60年4月

社少

四国ブロック　徳島県



方上拳法クラブ
礼儀と基本を大切に、長く続ける事を目標
としております。
●道場の場所　徳島県徳島市方上町舟戸川29
●電話　　　　088ー669ー4560
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・水　18:30～20:00
●対象者　　　幼児から社会人
●代表　　　　郡　正彦
●指導員　　　
●設立年度　　平成15年12月

社少

四国ブロック　徳島県

日本拳法　小松島道場
基本に重点を置き、日々練習に励んで
います。
●道場の場所　徳島県小松島市立江町赤石74-2

小松島市立武道館
●電話　　　　０９０－３１８９－７７２１（新井）
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・金　19:00～21:00
●対象者　　　幼年から一般まで
●代表　　　　新井　孝則
●指導員　　　新井　秀明
●設立年度　　

社少

志道館
志道館命名の由来通り、『意志有る処に道有
り』熱き心で目標に向かう。
●道場の場所　徳島県板野郡北島町
●電話　　　　０８８－６９８－７６７７（蔵本）
●E-Mail　　　shidokan@gamma.ocn.ne.jp
●URL　　　　http://shidokan.blog.ocn.ne.jp
●練習時間帯　毎週　火曜日　18:3０～２１:30
●対象者　　　幼稚園児より社会人男女
●代表　　　　蔵本　雅史
●指導員　　　饗庭　正行
●設立年度　　平成元年4月1日

社少



渭水拳友会

拳楽会 社

社

四国大学

土成道場 社少

四国ブロック　徳島県

学



日本拳法　香川拳法クラブ

日本拳法の魅力を伝えるべく、高松で昭和 62年
に創立し、日本拳法全国連盟加盟団体として活動
を続けています。
メンバーは在籍約 40名。年齢層は幅広く、女性
拳士も在籍していますので、老若男女問わず稽古
に参加いただける道場です。アットホームな稽古場
ですので、日本拳法を身近に感じていただけるこ
とと思います。

■所在地･その他

■概要

年少の部では、「明るく」「元気で」｢逞しい」子供達
の育成をモットーに日本拳法の基本から指導致し
ます。
高校、一般の部では、基本練習をはじめ、形稽古
～実践まで、総合的な稽古を行っております。
日本拳法の基本はもちろん、実戦における様 な々
技術も指導致しますので、初心者から経験者まで
レベルや目指す目的に合った稽古をしていただけ
ると思います。

■指導方針

●道場の場所　高松市香川町川東上１７６２番地１１
●電話　　　　０８７－８７９－５３１０
●E-Mail　　　kkc-mail@biscuit.ocn.ne.jp
●URL　　　　http://www5.ocn.ne.jp/̂kkc-web

●練習時間帯　毎週　日曜日　17:00～20:00
毎週　月曜日　17:30～19:00
毎週　木曜日　17:30～19:00
　　　　　　　19:30～21:30

●対象者　　　幼年～一般成人まで
●代表　　　　佐藤　博美
●指導員　　　佐藤　智之
●設立年度　　昭和62年4月１日

社

四国ブロック　香川県



今治拳友会

2007 年 4月　愛媛県日本拳法連盟加盟団体と  
　　　　　　  して今治拳友会創設、活動開始。
2008 年 4月　日本拳法今治スポーツ少年団　
　　　　　　  結団。
2008 年 5月　日本拳法連盟加盟。
2009 年 5月　日本拳法全国少年連盟加盟。
2010 年 9月　日本拳法社会人連盟加盟。
2012 年 5月　今治市体育協会加盟。

■所在地･その他

■概要

今治拳友会・日本拳法今治スポーツ少年団は、日
本拳法を通じて青少年の健全な精神と身体を育
成する事を目的としています。 子どもの健全な育
成には、家庭の理解と応援が大切です。物理的に
も精神的にも家族の応援が子ども達にとって大き
な励みになります。子ども達の活動の姿や上達ぶ
りが家族の明るい話題となって、家族の絆が一層
深まることを期待します。

「人づくりはまちづくり、まちづくりは人づくり」を基
本理念に、
身体も心も健康であるよう心技体を鍛え、地域に
密着し、青少年健全育成と地域社会に貢献できる
よう活動を展開していきます。

■指導方針

●道場の場所　愛媛県今治市山路554番地3
今治市立西中学校 格技場

●電話　　　　0898ー32ー5237(村上)
●E-Mail　　　kenyuukai@imabari-nipponkenpo.com
●URL　　　　http://www.imabari-nipponkenpo.com/

●練習時間帯　毎週　火・木・土　19：00～22：00
●対象者　　　幼年、小中学生、高校生、一般
●代表　　　　村上　泰史
●指導員　　　村上　泰史
●設立年度　　平成１８年４月

社少

四国ブロック　愛媛県



東温拳友会

松山拳友会 社

社

松山拳友会 社

四国ブロック　愛媛県



高知拳法クラブ 社

四国ブロック　高知県
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日本拳法　研心会

昭和５９年に発会し、平成２６年に３０周年を迎え
ます。（福岡県朝倉市甘木）金光教甘木協会境内
にある道場（わかば会館）で稽古をしています。研
心会の名の通り、拳法をとおして心を研ぎお役に
立つ人になることを願っています、広く日本拳法の
ことを知ってもらいたいと、スポーツ少年団に入っ
て活動をしています。　　　　　　　　　　　　
年に２回昇段級審査を行い、自衛隊との合同練習
も行っています。

■所在地･その他

■概要

「人を大切に、物を大切に、自分を大切に」をモッ
トーに、一人ひとりが拳法という砥石にかけて、心
身を研ぎ、お世話になる全ての人や物に対し、感謝
の心を持ち、やさしさや思いやりが育ち、拳法がで
きる喜びを味わってほしいと願っています。
技術面では、基本の形練習を徹底し、基本の突
技、蹴技を上級生が下級生に教え習得し、常に基
本を意識するよう指導しています。
指導者も、拳法習得者と自覚し、向上心を持ち、青
少年と向き合い、個性を行かせるような指導を心
がけたいと思います。

■指導方針

●道場の場所　福岡県朝倉市甘木878-1
●電話　　　　0946ー22ー2142
●E-Mail　　　kenshinkai_honbu@yahoo.co.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　幼児・小学生

毎週　火・木・土　19:00～21:00

中・高・一般
毎週　月・水・木・土　20:00～22:00

●対象者　　　幼児～一般（社会人）
●代表　　　　安武　光
●指導員　　　北原　光司、安武　光太郎
●設立年度　　昭和59年

社少

九州ブロック　福岡県



日本拳法九州同志会本部
厳しい指導で、道場生の精神と
肉体を鍛えます。
●道場の場所　福岡県飯塚市横田７１－１０

ユキビル１階
●電話　　　　０９４８－２４－８１１５
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　①少年の部

毎週　火・木　１８:００～１９:３０
②社会人の部
毎週　火・木　１９:３０～２２:００

●対象者　　　①幼稚園から中学３年生
②社会人の部　高校生以上

●代表　　　　館長　柴田　康
●指導員　　　①奥田　文雄

②神田　昌明、奥村　憲
●設立年度　　

社少

九州ブロック　福岡県

日本拳法九州同志会頴田支部
試合に、勝って驕らず負けて腐らずの精神
を持つように心を鍛えます
●道場の場所　福岡県飯塚市口原５０－６
●電話　　　　０９４９６－２－３４７４
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　①少年の部

毎週　月・金　18:００～19:30
②社会人の部
毎週　月・金　19:3０～22:00

●対象者　　　①小学校１年生から中学３年生
②社会人の部　高校生以上

●代表　　　　支部長　藤本　隆二
●指導員　　　久保　和広
●設立年度　　

社少

日本拳法九州同志会中間支部
全日本チャンピオンを多数輩出
指導方法に秘密があります
●道場の場所　福岡県中間市大字中間屋島６８４０

中間小学校体育館
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水　19:００～21:00
●対象者　　　少年の部　小学校１年生から中学３年生

社会人の部　高校生以上
●代表　　　　支部長　宮本　篤
●指導員　　　矢野　純一、岩尾　篤
●設立年度　　

社少



日本拳法九州同志会福岡支部
上級者も初心者も仲間を大事にし、尊重し
あって練習しています。
●道場の場所　福岡市博多区東平尾公園二丁目１番４号 

アクシオン福岡
●電話　　　　０７０－５５３４－１７１２(赤間)
●E-Mail　　　akama@tkz.bbiq.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水　19:００～21:00
●対象者　　　幼児～大人まで
●代表　　　　支部長　蓮田　淳介
●指導員　　　赤間　俊和、長岡　和之
●設立年度　　

社少

九州ブロック　福岡県

日本拳法九州同志会穂波支部
大人も子供も一緒に、楽しく、厳しく練習に
励んでいます
●道場の場所　福岡県飯塚市平恒１１５番地５２
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水・金　19:００～20:30
●対象者　　　少年の部　小学校１年生から中学３年生

社会人の部　高校生以上
●代表　　　　支部長　伊藤　金城　
●指導員　　　伊藤　金城
●設立年度　　

社少

熊本県立心会久留米支部

日本拳法九州同志会 社

社

陸自久留米　（第44特科連隊久留米格闘部） 社



陸自小倉（第40普通科連隊） 社

九州ブロック　福岡県



九州ブロック　佐賀県

研心会呼子支部 社少

九州ブロック　長崎県

佐世保拳修館 社少



阿蘇健志会

最上先生の働きかけにより、阿蘇地域での日本拳
法の普及強化と少年育成を目標に設立。「志を高
く持ち大阿蘇のように健やかに育って欲しい」とい
う意から、「阿蘇健志会」と命名。また、阿蘇市と提
携し地域スポーツ型クラブに入り、地域の方との
交流も大切にしている。練習時には、阿蘇中央高
校生やOB・OGが稽古をつけてくれる。そんな、
先輩の姿を常に間近で見られるので、健志会の
面 も々「自分も先輩達のようになりたい」と目標を
持ち、練習に励んでいる。

■所在地･その他

「忠　恕　の　精　神」
一   人に優しく己に厳しく
二　心 身 錬 磨
三　不断の努力

■指導方針

●道場の場所　熊本県立阿蘇中央高等学校
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４１３１

●電話　　　　０９６７－２２－００４５
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　水曜日　19:00～
土曜日　09:00～

●対象者　　　幼児～社会人
●代表　　　　恩智　敏夫
●指導員　　　恩智　敏夫
●設立年度　　平成15年

■概要

九州ブロック　熊本県

少



熊本県立阿蘇中央高等学校（旧阿蘇清峰高校）

地域と共に111 年の長い歴史に幕を閉じ、阿蘇清峰高
校は閉校。これまでは、多大な関係者のご尽力、ご支援
がありできており、閉校の節目に当たり深くご感謝申し
上げる。
Ｈ24年から阿蘇中央高校として歩みだした。部の発足
は、Ｈ６年、最上先生の指導の下、活動を開始した。そ
の後、学校創立百周年の記念すべき年に全国初優勝。
以後、数々の大会で優勝を重ね、Ｈ15年には全国優勝
Ｖ２を成し遂げている。その後、濱先生・恩智先生にそ
の伝統を託し、日々練習に精進している。

■所在地･その他

克己心～礼に始まり礼に終わる～
設立当時は大会数も少なく全国高等学校連盟に
加盟しておらず、九州連合会（当時）の大会が1
年に1回と全国高校選手権が東京で1回行われ
ているだけだった。その後、存続の危機などの紆余
曲折を経て、平成 9年の全国新人大会で優勝し、
平成 10年部昇格。これを皮切りに歴史が始まっ
た。そういう状況のような環境の面での厳しい現
状を認識しつつ、勝つことが目的・目標であるが、
主に「逆境に強い人間になること」をテーマに生
徒自身の人生の糧となることを願っている。これか
らも、部員一人ひとりが「心の武道日本拳法」を
通じて、歴史と伝統ある阿蘇中央高校に自信と誇
りを持ち、社会貢献できる立派な人間。強く・たく
ましい人間に成長していくことを切望している。

■指導方針

●道場の場所　熊本県阿蘇市一の宮町宮地４１３１
（阿蘇清峰校舎）

●電話　　　　０９６７－２２－００４５
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　月～金　月～金　終礼後
土曜日　09:00～

●対象者　　　高校生
●代表　　　　部長　山本　孝博
●指導員　　　監督　恩智　敏夫
●設立年度　　平成10年

高

■概要

九州ブロック　熊本県



北熊本クラブ

熊本県立菊池高等学校

社

専修大学玉名高等学校

南関すこやかスポーツクラブ

日本拳法熊本育成会

日本拳法須屋クラブ 社

社

火の山スポーツクラブ

八代悠拳塾

矢部高等学校

陸自北熊本（第42普通科連隊） 社

高

高

高

少

少

社少

少

九州ブロック　熊本県



陸自北熊本

陸自北熊本

社

社

九州ブロック　熊本県



大分拳精館

東洋大学日本拳法部を兄弟共に卒業した後、１９
８２年に埼玉県春日部市に、兄（森若修治）が拳
精館を創立し、１９８７年に大分県豊後高田市に、
弟（森若鐵夫）が大分拳精館を創立しました。
道場名は東洋大学日本拳法部ＯＢ会、拳精会より
頂いた名称であります。自宅の敷地内に建坪４５
坪で木造一部鉄骨造りの道場を建築し、現在五
才の幼児から６０代の高齢者までが、週２回練習
に励んでいます。２００６年に宇佐市に支部道場も
開設しております。

■所在地･その他

■概要

母校の東洋大学の校歌に、「仁義と慈悲との誠と
光」と云う一節が有ります。仁義とは人として守ら
ねばならない道徳であると、説かれています。道場
の指導方針としましては、この仁義を尊び、人を欺
く様な言動は、厳しく慎む可きである事を第一に
掲げて、うわべだけの青少年健全育成を安易に唱
わず、真の道徳心を身に付けるには、我々指導する
立場の者が、練習生と共に学んでゆく事が大切で
あると考えております。
技術面の指導では、基本練習は形を反復する、特
に形は、身構え、足捌き、拳技、蹴技の技術向上に
は欠せ無いものと考え、少年部の練習では時間を
充分に割いて指導しております。初めて面を装着し
て防具練習をする初心者に対しては、いきなり強
い打撃をするのではなく、序々に慣らしてゆく指導
方法を取っております。厳しい練習もしなければな
りませんが、明るく楽しい道場を目指して居る
ところであります。

■指導方針

●道場の場所　大分県豊後高田市呉崎１９３９―１
●電話　　　　０９７８－２４－２４８９
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・金　少年部　18:00～19:30

　　　　　　  一般部　19:30～22:00

●対象者　　　幼児～社会人
●代表　　　　森若　鐵夫
●指導員　　　森若　新平、近藤　宏昭、内田　広志
●設立年度　　昭和62年10月1日

社少

九州ブロック　大分県



高田高等学校 (大分拳精館）

陸自別府（第41普通科連隊） 社

高

九州ブロック　大分県



陸自都城 社

九州ブロック　宮崎県

陸自国分（第12普通科連隊） 社

九州ブロック　鹿児島県

陸自沖縄（第51普通科連隊）

陸自沖縄（第51普通科連隊） 社

社

九州ブロック　沖縄県



北米ブロック

アメリカ合衆国

メキシコ



BUSHIN KAN NIPPON KEMPO TEXAS USA

We are a second generation Bushin Kan 
Nippon Kempo Dojo following the 
traditional teachings of our Sensei, Master 
Jesse Marquez-Lomeli and we focus on the 
realistic training of traditional Nippon 
Kempo.

■Location･Other

The name “Bushin Kan” or “Heart/House 
of The Samurai” was given to Master Jesse 
Marquez-Lomeli back in the mid 1990’s 
following a competition in Japan. 
Master Marquez-Lomeli honored us by 
passing down the name Bushin Kan to us 
when we resurrected Nippon Kempo in 
Texas.
We focus on drills in a realistic training 
environment based on the philosophy of 
for every perfect execution of a technique 
it must have been practiced 10,000 times. 

■Philosophy

●Location 　102 ELM STREET; SUITE 400
HUDSON OAKS, TEXAS 76087

●Phone  　　(817) 304-2111
●E-Mail　　　bushinkandojo@yahoo.com
●URL　　　　

●Class Times  Monday, Wednesday & Thursdays
    @ 19:00 ‒ 21:00

●Candidate　   High School and Adult for both
    Men and Women

●Representation　Sensei Rick Brumfield 2nd
         Dan

●Instructor      Sensei Joe Shirley 1st Dan
　　

国

北米ブロック　アメリカ

■Outline

American Nippon Kempo Federation



California State University Los Angeles Dojo

We are proud to call ourselves iForce 
Dojos ‒ Total Balance Dojos (AIJO)
We prepare our students for the future 
through Knowledge in the mind, Honesty
in the heart, and Strength in the body.

■Location･Other

We work together to promote multi-cultural 
respect and understanding among
everyone!
Our students are guided along the path of 
self-defense, selfconfidence, self-respect, 
self-pride, self-esteem, self-discipline, 
self-image and more.
We work with all students to instill 
Discipline, Effort, Patience, Endurance,
and Unbending Will. We function as one 
big family!
"All teaching methods we teach are Nippon 
Kempo techniques as taught to us by 
Master Takeda".

■Philosophy

●Location 　 5151 State University Drive, 
Los Angeles, California,90032

●Phone  　　626ー617ー4214
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●Class Times  Tuedays/Thursdays 
    @ 16:00-17:00

●Candidate　   students ages 18+ years old
●Representation　
●Instructor      Mark Ishida 4th Dan
　　

■Outline

国

北米ブロック　アメリカ

American Nippon Kempo Federation



Garvey Ranch Park Dojo

We are proud to call ourselves iForce 
Dojos ‒ Total Balance Dojos (AIJO)! We
prepare our students for the future through 
Knowledge in the mind, Honesty in the 
heart, and Strength in the body.

■Location･Other

We work together to promote multi-cultural 
respect and understanding among
everyone!
Our students are guided along the path of 
self-defense, self-confidence, selfrespect,
self-pride, self-esteem, self-discipline, 
self-image and more. 
We work with all students to instill 
Discipline, Effort, Patience, Endurance, 
and Unbending Will. We function as one 
big family!
"All teaching methods we teach are Nippon 
Kempo techniques as taught to us by 
Master Takeda".

■Philosophy

●Location 　 780 Orange Avenue,
 Monterey Park, California, 91754

●Phone  　　626ー617ー4214
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●Class Times  Thursdays @ 18:30-20:00
　 Saturdays @ 09:00-10:30

●Candidate　   29 students ages 5-17 years old 
    & 13 Adults

●Representation　
●Instructor      Mark Ishida 4th Dan

    Marie Ishida 3rd Dan
    Naotoshi Hirashima 2nd Dan

　　

国

北米ブロック　アメリカ

■Outline

American Nippon Kempo Federation



Gedatsu Dojo

We are proud to call ourselves iForce 
Dojos ‒ Total Balance Dojos (AIJO)! We
prepare our students for the future through 
Knowledge in the mind, Honesty in the
heart, and Strength in the body.

■Location･Other

We work together to promote multi-cultural 
respect and understanding among
everyone!
Our students are guided along the path of 
self-defense, self-confidence, self-respect, 
self-pride, self-esteem, self-discipline, 
self-image and more. 
We work with all students to instill 
Discipline, Effort, Patience, Endurance, 
and Unbending Will. We function as one 
big family!
"All teaching methods we teach are Nippon 
Kempo techniques as taught to us by 
Master Takeda".

■Philosophy

●Location 　 7850 Hill Drive,
South San Gabriel, California, 
91770

●Phone  　　626ー617ー4214
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●Class Times  Mondays @ 18:00-19:30
●Candidate　   23 students ages 5-17 years old

    & 7 Adults
●Representation　
●Instructor      Mark Ishida 4th Dan

    Marie Ishida 3rd Dan
    Naotoshi Hirashima 2nd Dan

　　

国

北米ブロック　アメリカ

■Outline

American Nippon Kempo Federation



Kokoro Dojo’ s

The three Kokoro Dojo’s were started by 
Manuel R. Nunez.
Kokoro Dojo-Montebello, started in 1998 
Kokoro Dojo-Commerce, started in 2007 
Kokoro Dojo-Rialto, started in 2010.
Garvey Ranch Park Dojo, started in 1994 
(this dojo was given to Mark & Marie 
Ishida in 2001)

■Location･Other

All participants are met with a concern for 
their health, fitness and personal goals. 
They are assured that their goals can and 
will be accomplished.
All students of Nippon Kempo Kokoro 
Dojo’s are taught to think as most people 
do not think. This means they will be 
taught an attitude to be life-long learners, 
which is the key plan to achieving their 
goals.  In this process, over time, they will 
become physically fit, develop an 
unbending will to learn and work hard to 
achieve their goals, a competitive spirit, 
and a willingness to teach others to help 
others through the learning process they 
experienced.
Opportunity for belt ranking, local, 
national, and international competitions 
are available to all students.

■Philosophy

●Location 　① Kokoro Dojo-Montebello 
　115 S. Taylor Street
 　Montebello, California 90640
② Kokoro Dojo-Commerce 
    5600 Harbor Street
     Commerce, California 90040
③ Kokoro Dojo-Rialto
    214 N. Palm Avenue, Room #502-503
    Rialto, California 92376

●Phone  　　① 323.887.4540
② 323.887.4427
③ 909.421.4949

●Hours　　　① 18:00 ‒ 21:00 every Tuesday & Thursday
② 18:00 ‒ 21:00 every Monday & Wednesday
③ 18:00 ‒ 21:00 every Thursday
    09:00 ‒ 12:00 every Saturday

●Instructor　Manuel R. Nunez 

■Outline

国

北米ブロック　アメリカ

American Nippon Kempo Federation



San Gabriel Dojo

We are proud to call ourselves iForce 
Dojos ‒ Total Balance Dojos (AIJO)! We
prepare our students for the future through 
Knowledge in the mind, Honesty in the 
heart, and Strength in the body.

■Location･Other

We work together to promote multi-cultural 
respect and understanding amongst
everyone!
Our students are guided along the path of 
self-defense, selfconfidence, self-respect, 
self-pride, self-esteem, self-discipline, 
self-image and more. 
We work with all students to instill 
Discipline, Effort, Patience, Endurance,
and Unbending Will. We function as one 
big family!
"All teaching methods we teach are Nippon 
Kempo techniques as taught to us by 
Master Takeda".

■Philosophy

●Location 　 245 South Mission Drive, 
San Gabriel, California, 91776

●Phone  　　626ー617ー4214
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●Class Times  Tuesdays @ 18:30-19:30
●Candidate　   11 students ages 5-13 years old 

    & 1 Adults
●Representation　
●Instructor      Mark Ishida 4th Dan

    Marie Ishida 3rd Dan
    Alysia Huang 1st Dan

　　

国

北米ブロック　アメリカ

■Outline

American Nippon Kempo Federation



MORA I.M.A.& NIPPON KEMPO DOJO

●Location 　16671 ALMADEN DR.
FONTANA, CA 92336

●Phone  　　323ー833ー3065
●E-Mail　　　senseimora@yahoo.com　　　
●Instructor　ADRIAN MORA

国

北米ブロック　アメリカ

American Nippon Kempo Federation

RK ARTS DOJO

●Location 　1RECREATION CENTER IN 
STEPHENVILLE PARK
STEPHENVILLE, TEXAS 7640

●Instructor  ROBI KUNKEI
COREY HENDERSON

国

American Nippon Kempo Federation



日本拳法連盟メキシコ

１９７１年４月日大を卒業して会社務めをしていた僕の
ところに、森最高師範から「一年間メキシコに日本拳
法を普及しに行かないかと言うお電話があり、すぐ会社
に辞表を出し母に会社を辞めたこと、一年間メキシコに
行くと報告したとたん、ヨロヨロとその場に崩れ落ち泣き
出されたことを昨日のごとく思い出されます。絶対一年
で帰る、メキシコでは結婚しないと約束させられて、日本
を出てから４１年、母との約束は二つとも破ってしまい
ました。
今は日本拳法に出会えたこと、メキシコに来られたこと
を心から感謝しています。メキシコでは未だ普及するの
に苦労していますが、４１年前から始めた古い弟子が五
人も未だ残っていることに誇りを感じます。日本にいた
頃は防具練習ばかりであまり形は知りませんでしたの
で、防具のないところでメキシコ人に日本拳法を教える
のに苦労しました。１０分も同じ練習をすると、もうそれ
覚えたから違うこと教えてくれと文句をいいます。今では
僕が創った３０の基本練習や形のおかげでメキシコ人
も文句をいわなくなりました。
この頃はアメリカ、フランスやイタリアから講習会に呼ば
れたりして日本拳法をやったおかげで全く予想もしてい
なかった人生をおくらせてもらって感謝しています。

■所在地･その他

メキシコで道場もって４１年。一人でも多くのメキ
シコ人に日本拳法の素晴らしさを知ってもらいたく
頑張っています。狭いですけど、４才から７３才まで
家族で安全に楽しく日本拳法を練習できることを
目標にしております。７０名の練習生が朝晩気持ち
の良い汗をながしています。

■指導方針

●道場の場所　Parroquia No. 727 Colonia Del 
Valle　Mexico D.F.

●電話　　　　５５２４１７１６
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　Morning 7 to 8 hr. 
Afternoon １６ to 22 hr.

●対象者　　　一般部は中学生から社会人
●代表　　　　Tsunanori Sakakura　(坂倉綱徳)
●指導員　　　Tsunanori Sakakura　(坂倉綱徳)
●設立年度　　1971年

■概要

国

北米ブロック　メキシコ



ウクライナ

フランス

イギリス

イタリア

ヨーロッパブロック



Nippon Kempo Sainte ‒ Marguerite

In France, Nippon Kempo was born in 1984, when Ali 

Zoubiri, a Judo teacher since 1981, became interested in 

this martial art which was unknown in France and, opened 

a Kempo lesson in the Saint-Dié Judo club.

In 1990, Ali Zoubiri and his students Stéphane Vandini, 

Rachid Bensalah and Alexis Ulmer decided to leave 

Saint-Dié in order to give priority to martial arts rather than 

money. They founded a genuine French Nippon Kempo 

Association (A.N.K.F).

They are then welcome in Saint-Marguerite, and become 

able to go on and teach a sane Nippon Kempo. 

Just like every martial art, Nippon Kempo 
is above all a spirit art, governed by a 
moral code : bushido. It teaches noble 
values like friendship, sincerity, bravery, 
honor, modesty, politeness, self-control 
and respect
Nippon Kempo enables to educate people 
in a significant way. Some people even talk 
about general therapy. The aim of 
practicing Nippon Kempo is to improve 
physical, mental and moral capacities. But 
it depends on the teacher. A teacher, has 
first to be a role model. He must pass on 
the bases and the principles of the 
discipline.

■Philosophy and méthode

■History

国

■Location･Other
●Location  　IAllées des Sports　88100 

Sainte-Marguerite　France 
●FAX　　　　00333 2956 7997
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.ankf.eu/

●Hours　      
●Representation　Ali Zoubiri
●Instructor　Stéphane Vandini

Jonathan Zoubiri 

フランス日本拳法協会

ヨーロッパブロック　フランス



Réunion Island  Nippon Kempo Les Avirons

More than ten years ago, Alexis Ulmer , 
student of Ali Zoubiri, left France to 
Réunion Island, an heavenly country in the 
Indian Océan near South Africa and 
Madagascar. He created the Réunion 
Nippon Kempo Association ( ANKR ) to 
promote and develop Nippon Kempo.

■Location･Other

With Nippon Kempo, we are in real fight 
situation, with a Bogu where we can really 
strike a blow, and learn to control the art. 
Nippon Kempo teaches us how to be quiet 
et untroubled when we meet a problem, 
and also teaches us how to manage our 
emotions in a conflict during the fight or in 
the true life.

■Philosophy and méthode

●Location　①Avirons Dojo
　Complexe Sportif des Avirons　rue 
　du stade　97425 Les Avirons
②Entre-Deux Dojo
　Gymnase de l'Entre-Deux　rue 　
　des fréres　97414 Entre-Deux

●Phone　　  ①00336 9265 1822 
②00336 9265 1822 

●E-Mail　　　
●URL　　　　
●Representative　Alexis Ulmer
●Instructor　　　   Alexis Ulmer

■History

国

フランス日本拳法協会

ヨーロッパブロック　フランス



Marseille Dojo ANKF

●Location　  Maison pour Tous Vallée de
L'huveaune4 rue Gimon  13011 
Marseille 

●Phone     　00336 2549 0804
●URL　　　　http://nipponkempomarseille.jimdo.com/
●Representative　Pierre-Alain Anna
●Instructor  Pierre-Alain Anna

Nancy Shobukaï ANKF

●Location　  Nancy thermal  rue du Sergent 
Blandan  54000 NANCY  France

●Phone　  　00336 8134 6838 
●URL　　　　http://www.shobukai.fr/
●Representative　Emmanuelle Midon
●Instructor  Emmanuelle Midon 

Stéphane Cheminais
Pascal Brunet

国

国

Budokan Jeanménil  ANKF

●Location　 Jeanménil  France
●Phone  　　00336 2267 6140
●Representative　Rachid Bensalah
●Instructor  Rachid Bensalah

国

フランス日本拳法協会

フランス日本拳法協会

フランス日本拳法協会

ヨーロッパブロック　フランス



Kojiki Club  ANKF

●Location　  Salle Désiré Granet Zone 　
Industriel des Souches  88650 
Anould  France

●Phone     　00336 8751 4269
●URL　　　　http:///le.kojiki.club.free.fr/
●Representative　Roland Marion
●Instructor  Roland Marion / Didier Hocquaux

Hussigny Godbrange  Dojo  ANKF

●Location　  Complexe Sportif 1 rue des 
Tilleuls 54590 Hussigny 
Godbrange  France

●Phone　  　00336 4743 0743 
●Representative　Alain Vion
●Instructor  Alain Vion

国

国

Kojiki Club  ANKF

●Location　  Salle de la Mairie 1145 routte 
Départementale 73　88230 　　
Ban/Meurthe Clefcy France

●Phone     　00336 8751 4269
●URL　　　　http:///le.kojiki.club.free.fr/
●Representative　Roland Marion
●Instructor  Roland Marion / Didier Hocquaux

国

フランス日本拳法協会

フランス日本拳法協会

フランス日本拳法協会

ヨーロッパブロック　フランス



Liverpool Nippon Kempo Club

●Location  　Liverpool L1 9DE
●Phone　　  (0151) 231 4900
●E-Mail　　　hamiltondegale@aol.com
●URL　　　　http://www.liverpoolnkc.com
●Hours         Monday evenings. 16:30 - 21:15

Friday evenings.    19:00 - 20:00

Swansea Nippon Kempo Club

●Location  　
●E-Mail　　　 m.leaning@trinity-cm.ac.uk
●URL　　　　http://www.nipponkempo.org.uk 

 London Nippon Kempo Club

●Location     31 Hanovia House,Eastman Road,
London W3 7YG
(Luther De Gale Association of Nippon Kempo 
Administrative Office,)

●E-Mail　　　info@nipponkempo.org.uk
●URL　　　　http://www.nipponkempo.org.uk 

国

国

国

ヨーロッパブロック　イギリス



Federazione Nippon Kempo Italia

Fe.N.K.I was built on July 2011 by AINK’S
(Associazione Nippon Kempo Italia)Masters 
and black belts, who have been practicing 
Nippon Kempo for almost thirty years.
Our Federation has 10 gyms with more 
than 200 athletes among his members, of 
which 50 are black belts.
9 gyms are located in the northern of Italy, 
near Milan and Varese and 1 in Rome.

■Location･Other

Our Gyms’ philosophy and methods are based 
on the seven Buscido’s guiding principles.
Thanks to excellent and qualified masters and 
instructors, Fe.N.K.I Gyms offer competence 
and experience in fighting techniques 
consolidated over the years.
This has been proved by the many successes 
achieved by the athletes, who attended the 
European and international competitions.
The serene working atmosphere and the 
mutual trust between student and instructor 
promote friendly relations between the 
members of the group, who join their efforts to 
achieve common goals.
Anyone can attend a Nippon Kempo 
course,whatever age or physical condition, as 
all the athletes are followed in their process of 
growth,enabling them to strengthen their own 
abilities.
The students are mainly called for goodwill and 
wish to learn, essential prerogatives for a 
proper learning.

■Philosophy and methods

●Location  　Via A. De Gasperi 26, Cassano
Magnano (Varese) ‒ Italy

●Phone  　　+39 ‒ 0331.204802 
+39 ‒ 0331.798102

●E-Mail　　　
●URL            http://www.federazionenipponkempoitalia.it

●Hours　　　Monday/Thursday 6.00-9.30 p.m.
●Candidate  children from 6 year old and adults of all ages
●Representation　Master Dario Brusaferri

　　　　 (President of Fe.N.K.I)
●Instructor　Master Giovanni Stefanuto (technical Manager)
　　

■Outline

国

日本拳法イタリア連盟

ヨーロッパブロック　イタリア



Federazione Italiana Nippon Kempo

The Italina federation of Nippon Kempo 
continues the glorious tdadition of A.I.N.K.,The 
italian association of Nippon Kempo,Founded 
in italy during the sixties.
In 2011,under the guide of Master Franco 
Gnocchi,A.I.N.K. become F.I.N.K..
Today,as always,the federation pursues the 
most traditional spirit and values of the Nippon 
Kempo.

■Location･Other

F.I.N.K.proposes the development of 
values as gratitude and respect for 
others,from kids to adults,male and 
female,developing physical,mind and 
spiritual strength.
Kata is the expression of capability,good 
techniqe and knowledge of the Nippon 
Kempo bases.
Kumite is the expression of strength,ability 
and control of the body.
The belt’s color,reached through 
examinations,is the recognition of the 
technique knowledge,the abilty in doing 
kata and an award for the perseverance in 
training.

■Philosophy and methods

●Location  　ITALY,21100 VARESE,PLAZZA
MONTE 
GRAPPA,6,HEADQUARTER

●FAX　　　　0039.0332.811.238
●E-Mail　　　info@nipponkempo.it
●URL　　　　http://www.nipponkempo.it

●Hours　      SEE THE ATTACHED FILE FOR 
MORE INFORMATION ABOUT 
THE ITALIAN DOJOS

●Representation　MASTER GIULIANO CORSO
●Instructor　SEE WEB SITE

■Outline
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Виноградарь
Striking techniques, throwing 
technique, painful and submission 
●Адрес　  Светлицкого, 24а 
●Тел.          (067) 997ー41ー92
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.nipponkempo.com.ua/ 

Лукьяновка
Striking techniques, throwing 
technique, painful and submission 
●Адрес　  ул. Мельникова, 4 
●Тел.         (067) 320ー45ー45
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.nipponkempo.com.ua/ 

Соломенка
Striking techniques, throwing 
technique, painful and submission 
●Адрес　  ул. Ушинского, 28 
●Тел.          (067) 320ー45ー45
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www.nipponkempo.com.ua/ 

国

国

国

ヨーロッパブロック　ウクライナ
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