
No 団体名 電話 FAX 代表者・担当者

一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会 太田陽介

〒162-0801 加茂下和子

東京都新宿区山吹町130　SKビル8F

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合スポーツ協議会 濱野昌幸

〒960-8002 水本剛志

福島県福島市森合町6-7　（公社）福島県視覚障がい者福祉協会内　水本剛志様方

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 有森裕子

〒105-0003 加藤隆史

東京都港区西新橋2-22-1　西新橋2丁目森ビル7階

公益社団法人日本精神保健福祉連盟

精神障がい者スポーツ推進委員会 大西　守

〒108-8554 勝田みどり

東京都港区芝浦3-15-14日精協会館内6階　公益社団法人日本精神保健福祉連盟内

一般社団法人全日本知的障がい者スポーツ協会

〒203-0053

東京都東久留米市本町3-1-1　マロニエヒルズ502

全国アダプテッドエアロビック協議会 関口美惠子

〒634-0135 菊川　勉

奈良県高市郡明日香村檜前28－16　菊川様方

全日本グランドソフトボール連盟 渡辺照夫

〒457-0865 金子芳博

名古屋市南区氷室町20-2　金子鍼灸院内

全日本車椅子空手道連盟 白籏政道

〒169-0051 駒村康孝

東京都新宿区西早稲田3-14-3　Angels Garden 2F

一般社団法人全日本視覚障害者ボウリング協会 青松利明

〒112-0002 佐藤紀子

東京都文京区小石川2-24-5-201

公益財団法人全日本柔道連盟 山下泰裕

〒112-0003 佐々木千鶴

東京都文京区春日1-16-30　講道館本館5階

日本IDバレーボール連盟 後藤邦夫

〒120-0001 中澤将人

東京都足立区大谷田2-3-5　東京都立足立東高等学校

特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 武田信平

〒113-8311 宮本　彩

東京都文京区本郷三丁目10番15号JFAハウス　一般社団法人日本障がい者サッカー連盟内

一般社団法人日本FIDバスケットボール連盟 小嶋隆司

〒231-0821 大沼弘法

神奈川県横浜市中区本牧原11-1 ベイサイト本牧Ⅱ807 小川様方

一般社団法人日本車椅子ソフトボール協会 髙山樹里

〒131-0043 下川知暉

東京都墨田区立花1丁目16-9サポーレ立花301

一般社団法人日本車いすツインバスケットボール連盟 梶本佳史

〒463-0091 早川征博

愛知県名古屋市守山区川上町27番地

一般社団法人日本車いすテニス協会 前田惠理

〒864-0033 塚本直子

熊本県荒尾市緑ヶ丘2丁目5番地3　プラネスト緑ヶ丘205

一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟 玉川敏彦

〒107-0052 古賀徹郎

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階 日本財団パラスポーツサポートセンター内

一般社団法人日本車いすラグビー連盟

〒107-0052

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

一般社団法人日本ゴールボール協会 梶本美智子

〒107-0052 臼井恵子

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階 日本財団パラスポーツサポートセンター内

一般社団法人日本CPサッカー協会

〒113-8311 栗本裕也

東京都文京区本郷3－10－15JFAハウス　一般社団法人日本障がい者サッカー連盟内

03-5969-0272

03-6684-4034

03-3818-2031

2

03-6684-4034

090-9158-0881

5 03-3818-4199
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15

090-3945-6237

03-6229-5431 03-6229-5420

03-3818-2031
（JIFF共有※一時的に

JIFFｽﾀｯﾌによる対応とな
ります）
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14 03-5849-3982

高島宏平
三阪　梢

競技別競技団体（法人格を除いて50音順）

12 03-6229-5434 03-6229-5420

10 052-700-1921 052-700-1921

11 03-6831-6155080-4275-2775

03-3818-30094

03-5972-1225 03-5972-1226

8

3

7

03-3812-3995

1 090-8445-0250

障がい者スポーツ競技団体協議会

3 03-6809-2034 03-3436-3666

5 03-6303-9262 03-6303-9252

統括競技団体

1 03-3268-8847 03-3267-3445

2 090-9534-8625

03-5232-3308 03-5232-3309

斎藤利之

4

6 ０３-３620-5991

令和5年2月1日現在

052-692-3711 052-692-3820

045-624-1817

https://www.jfd.or.jp/sc/
https://www.son.or.jp/
http://www.f-renmei.or.jp/
http://www.f-renmei.or.jp/
https://www.anisa.or.jp/
http://www.aj-gsb.com/
http://jks.jp/wheelchair
https://www.bbcj.org/
https://www.judo.or.jp/
https://idvolleyball.jimdofree.com/
http://j-afa.jp/
http://www.jbf-fid.jp/
https://www.jwsa.or.jp/
http://jwtbf.com/
http://jwta.jp/
https://www.jwbf.gr.jp/
https://jwrf.jp/
https://www.jgba.jp/
http://jcpfa.jp/


No 団体名 電話 FAX 代表者・担当者

特定非営利活動法人日本視覚障害ゴルファーズ協会

〒180-0023

東京都武蔵野市境南町4丁目12番18号

特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟 竹下義樹

〒112-0003 松下邦彦

東京都文京区春日1-16-30 講道館本館4階

日本視覚障害者卓球連盟 保坂正勝

〒063-0843 山﨑道子

北海道札幌市西区八軒三条西2丁目3－20　ホワイトハウス2F-D

一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会 坂井一也

〒107-0052 時耕佐知子

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階 日本財団パラスポーツサポートセンター内

一般社団法人日本障害者カヌー協会 丹野浩之

〒107-0052 上岡央子

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

特定非営利活動法人日本障害者ゴルフ協会

〒158-0081 松田治子

東京都世田谷区深沢2-1-3　深沢ハウスD-1205

一般社団法人日本障がい者乗馬協会 嘉納寛治

〒107-0052 河野正寿

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 椎名　茂

〒107-0052 石丸羊一

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階 日本財団パラスポーツサポートセンター内

特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟 長谷川勝壽

〒107-0052 大出洋之

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階 日本財団パラスポーツサポートセンター内

特定非営利活動法人日本障害者フライングディスク連盟 寺尾　徹

〒132-0031 髙野昌明

東京都江戸川区松島2-20-11　ナカムラハイツ102号室

一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟 橋本和典

〒107-0052 工藤麻衣子

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

特定非営利活動法人日本身体障害者野球連盟 山内啓一郎

〒572-0844 田中摩耶子

大阪府寝屋川市太泰緑が丘5-11

一般社団法人日本スポーツウェルネス吹矢協会 小田部文俊

〒130-0012 角谷正治

東京都墨田区太平２－１０－１０　ユナイトビル錦糸町 3 階

NPO法人日本ソーシャルバスケットボール協会

〒266-0005 鎗田英樹

千葉県千葉市緑区誉田町2－20－161

特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会

〒135-0091 佐々　毅

東京都港区台場1-5-4-202　ひだクリニックお台場

日本卓球バレー連盟 川端一彰

〒606-8256 長谷川尚三

京都府京都市左京区北白川伊織町4-3

特定非営利活動法人日本知的障がい者サッカー連盟 本城　彰

〒179-0072 葛尾優子

東京都練馬区光が丘2-7-3-1215

一般社団法人日本知的障害者水泳連盟 佐野和夫

〒107-0052 滝沢浩美

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

日本知的障がい者ソフトボール連盟 相澤晴朗

〒989-1501 高橋英絵

宮城県柴田郡川崎町前川字北原25　宮城県立支援学校岩沼高等学園川崎キャンパス内

一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟 武居和子

〒231-0032 金沢明子

神奈川県横浜市中区不老町2-11-5　栄ビル2階

日本知的障がい者フットソフトボール連盟 三枝啓已

〒747-1221 内山之彦

山口県山口市鋳銭司10812番地1　社会福祉法人るりがくえん気付

045-212-2727

30 070-5376-4124 03-6457-1526

083-986-2054 083-986-2469

03-6229-5420

03-6231-4500

0422-32-1466 0422-32-1466

03-6229-5437
（火・木・金曜、10～16時）

03-4333-0839

03-6229-5420

03-5758-3265

03-3811-5800

03-6231-4500

090-5493-6544

090-8786-9106
（相澤晴朗）

090-4880-5757
（高橋英絵）

045-212-2727

31

29

32 03-3818-2031 03-6684-4034

36

03-6229-5425

17

19

03-6229-5420

26

28 03-6284-1241 03-6284-1242

070-4065-2362

03-6229-5442

072-814-8269

24

27

25

23

35

03-5758-3255

03-6229-5441 03-6229-5420

03-6229-5429

090-3390-5314

03-6229-5427 03-6229-5420

21

有川　晶
吉野正喜

16

18

03-3811-5801

03-6229-544020

34

22

33

075-706-1911 075-706-1911

03-6229-5420

http://www.vig-jp.com/
http://judob.or.jp/
http://jatvi.com/
https://jptta.or.jp/
http://www.japan-paracha.org/
http://www.dga-japan.com/
https://jrad.jp/
https://jps-ski.com/
http://jpssf.com/
http://www.jffd.jp/
http://nisshinaren.jp/
https://www.jdl.or.jp/
http://www.fukiya.net/
https://jsba-official.com/
https://jsfa-official.jp/
https://japan-tvf.com/
http://jffid.com/
https://jsfpid.com/
http://jttf-fid.org/
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特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 増田明美

〒289-1313 浅野武男

千葉県山武市上横地268番地10

特定非営利活動法人日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟 日野敦博

〒106-0031 大塚貴之

東京都港区西麻布二丁目24-17　海老根様方

特定非営利活動法人日本デフゴルフ協会 澤田謹吾

〒652-0802 米山　優

兵庫県神戸市兵庫区水木通2丁目2-2-203

一般社団法人日本デフ水泳協会

〒612-8018

京都府京都市伏見区桃山町丹後2-1-308

一般社団法人日本デフバドミントン協会 中西　潤

〒105-0013 中西朋実

東京都港区浜松町2丁目2-15　浜松町ダイヤビル２階

一般社団法人日本デフバレーボール協会 大川裕二

〒144-0034 髙田広明

東京都大田区西糀谷3－18－14

一般社団法人日本デフ陸上競技協会 中村　隆

〒220-0051 山岸亮良

神奈川県横浜市西区中央2－4－14　ラミアール・U 103号室

一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 吉野忠則

〒107-0062 荻野芳貴

東京都港区南青山2-5-17　ポーラ青山ビル6F　株式会社ジェイワールドトラベル内

公益社団法人日本トライアスロン連合 岩城光英

〒160-0013 児玉健太

東京都新宿区霞ヶ丘町4-２　Japan Sport Olympic Square708号

一般社団法人日本パラアイスホッケー協会 中北浩仁

〒107-0052 小山幸子

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階 日本財団パラスポーツサポートセンター内

日本パラアーティスティックスイミング協会 森田美千代

〒606-8106 中田千穂

京都府京都市左京区高野玉岡町5　京都市障害者スポーツセンター気付

一般社団法人日本パラサイクリング連盟 岡　泰宏

〒972-8322 寺澤亜彩加

福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1　いわきFCパーク

一般社団法人日本パラ水泳連盟 和田行博

〒651-0085 瀧元良一

兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-15 成樹ビル303

一般社団法人日本パラバドミントン連盟 平野一美

〒134-0088 宮田烈一郎

東京都江戸川区西葛西5-2-9　コモン西葛西203

一般社団法人日本パラバレーボール協会 河井　修

〒110-0015 南　麟模

東京都台東区東上野3-28-4 上野スカイハイツ204

特定非営利活動法人日本パラ・パワーリフティング連盟 吉田　進

〒107-0052 吉田彫子

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階 日本財団パラスポーツサポートセンター内

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 増田明美

〒558-0003 吉村龍彦

大阪府大阪市住吉区長居2-1-10 パークサイド長居106号

特定非営利活動法人日本バリアフリーダイビング協会 山田眞佐喜

〒900-0037 山田エイ子

沖縄県那覇市辻1-13-24 渡口アパート202

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 塩嶋史郎

〒169-0073 松崎英吾

東京都新宿区百人町2-21-27　ペアーズビル3階

日本ブラインドテニス連盟 瀬川靖次

〒359-0047 喜多真弓

埼玉県所沢市花園1-2424-9　日本ブラインドテニス連盟事務局

特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協会 羽毛田信吾

〒113-0033 原田清生

東京都文京区本郷2-9-8　本郷朝風ビル5F

39

40

37

53

03-6806-0468 03-5812-1278

41

03-6229-5423

03-3407-358903-3407-3589

03-3402-3600

078-531-0236

50 03-6808-5515

42

0246-38-5666

06-6654-5367

0246-38-5672

45

078-855-6685

098-869-4957 098-867-4034

03-3814-3229 03-3814-3229

06-6654-5367

080-4429-1672

49 078-855-6621

38

0475-82-0179

078-531-0236

43

47

51

045-620-9465 045-620-9475

03-6229-5420

03-6808-5515

46

48

03-6908-8907

52

44

57

56

03-6908-890855

04-2943-3186 04-2943-3186

075-702-3370 075-702-3372

080-4478-2888

03-5786-0515

03-3402-9698

03-5786-0516

075-632-9838

048-538-8239

54

豊田　律050-3605-1110

03-3745-7686

http://www.jidaf.org/
http://deaf-rugby.or.jp/
http://japan.deaf-golf.net/
http://www.deafswim.or.jp/
https://jbad.or.jp/
http://www.aj-gsb.com/
http://www.j-daa.or.jp/jdaa/
http://www.web-jpfa.jp/
https://www.jtu.or.jp/
http://www.sledgejapan.org/
http://www.eonet.ne.jp/~wa-o-synchro/
http://www.jpcfweb.com/
http://paraswim.jp/
https://jpbf.jp/
http://www.jsva.info/
http://jppf.jp/
https://para-ath.org/
http://www.e-jbda.jp/
https://www.b-soccer.jp/
http://jbtf.jpn.org/
http://www.jbma.or.jp/
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日本フロアバレーボール連盟 木村康洋

〒141-0021 醤野隆行

東京都品川区上大崎3-3-9　秀和目黒駅前レジデンス212 しょうの治療院内

一般社団法人日本ボッチャ協会 澤邊芳明

〒107-0052 関　直美

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

公益社団法人日本ローイング協会 坂田東一

〒160-0013 高浜一朗

東京都新宿区霞ヶ丘町4-2　Japan Sport Olympic Square 606

一般社団法人日本ろうあ者卓球協会 大平静也

〒940-0877 宮下直樹

新潟県長岡市稲保2丁目544番地26

一般社団法人日本ろう者サッカー協会 野呂　啓

〒470-1131 田中賢二

愛知県豊明市二村台3丁目1番地1　豊明団地55棟106

一般社団法人全日本テコンドー協会 川原　貴

〒160-0013 出射礼子

東京都新宿区霞ヶ丘町4-2　Japan Sport Olympic Square 601

一般社団法人日本車いすカーリング協会 竹村鮎子

〒107-0052 金子恵美

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

一般社団法人日本車椅子ハンドボール連盟 豊田昌夫

〒772-0021

徳島県鳴門市里浦町里浦字坂田134番地1　半田忠史様方

特定非営利活動法人日本車椅子ビリヤード協会

〒362-0809

埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目136

公益財団法人日本セーリング連盟 馬場益弘

〒160-0013 高間信行

東京都新宿区霞ヶ丘町4-2　Japan Sport Olympic Square 9階902号室

一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会

〒870-0873 牛尾洋人

大分県大分市高尾台1-1-2

一般社団法人日本パラダンススポーツ協会 田中　一

〒107-0061 伊東里佳子

東京都港区北青山3丁目15-13　秀和北青山レジデンス503

一般社団法人日本パラフェンシング協会

〒107-0052 牛込公一

東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル4階　日本財団パラスポーツサポートセンター内

一般社団法人日本ブラインドラグビー協会 橋本利之

〒164-0012 森祐二郎

東京都中野区本町３－３２－１７－９０１　三宅隆様方

一般社団法人日本ろう空手道協会 久松三二

〒162-0801 藤川太郎

東京都新宿区山吹町130　SKビル８階　（一財）全日本ろうあ連盟気付

一般社団法人日本ろう自転車競技協会 高島良宏

〒125-0061 宮田　大

東京都葛飾区亀有2-69-9　グリーンパーク亀有Ⅰ-403

一般社団法人日本ろう者柔道協会 小椋武夫

〒162-0801 澤井美佳

東京都新宿区山吹町130番地　SKビル8F　（一財）全日本ろうあ連盟気付

一般社団法人日本ろう者スキー協会

〒076-0058

北海道富良野市新光町1－98

一般社団法人日本ろう者テニス協会

〒555-0024

大阪府大阪市西淀川区野里2丁目25-23-1015　梶野様方

一般社団法人日本ろう者ボウリング協会

〒983-1105

宮城県仙台市太白区西中田７-３０-２１

認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本 児島久雄

〒651-2225 澤田昭雄

兵庫県神戸市西区桜が丘東町2-5-10　森紘一様方

大西　満・馬場
康二朗

71 090-6309-1945

72

74

088-686-8194

0562-92-7751 0562-92-7751

59

65 088-686-3492

03-3268-8847 03-3267-3445

73

090-8471-191968

03-4362-6066 03-4362-6066

66 048-723-6502

03-6229-5439 03-6229-5420

050-3650-0011 050-3164-2457

58

76 06-6472-2275

77

03-6447-4881

70 03-6454-3297

78
078-994-4399

090-1023-7687
078-994-4399

03-3268-8847

75

63

64 090-9268-3148

準登録競技団体（法人格を除いて50音順）

60

61

03-6812-9023 03-6812-9024

03-5843-0461 03-5843-0462

69

03-6447-488267

62

邊見新吉
伊藤直道

022-745-2157

06-6472-2275

0167-56-7636
中村晃大
花島良子

048-723-6502

03-6229-5420

戸塚志郎

森本尚樹
梶野千賀子

03-3267-3445

080-7199-8777 03-6427-1963

03-3440-3379

http://www.jfva.org/
https://japan-boccia.com/
http://www.jara.or.jp/
http://www.jdtta.com/
https://jdfa.jp/
https://www.ajta.or.jp/
https://jwh-curling.org/
http://jwhf.jp/
http://www.jwba.jp/
https://www.jsaf.or.jp/fun/
https://japanbeach.jp/
http://www.jpdsa-h.org/
https://blindrugby.jp/
https://jdka.jimdofree.com/
http://jdca.spo-sta.com/
https://www.jfd.or.jp/jdja/
http://www.japandeafski.jp/
http://deafjapan-tennis.com/
http://www.jdba.info/
http://www.bowls.jp/

