
現在

№ 団体 会長 理事長 事務局長 郵便番号 連絡先住所 電話番号 ＦＡＸ 担当者

1 一般社団法人沖縄県水泳連盟 川満　正芳 佐藤　　新 稲福　喜一郎 ９０１－２１３４
浦添市港川２－１１－８
沖縄スイミングスクール内

０９８－８７３－０３１０ ０９８－８７８－１０６０ 稲福　喜一郎

2 沖縄県ボート協会 石垣　正春 大城　隼人 0 ９０４－２１７２
沖縄市泡瀬5丁目４２番２号
沖縄県立美里工業高等学校

０９８－９３７－５８４８ ０９８－９３７－０８４２ 大城　隼人

3 沖縄県セーリング連盟
有銘　兼一
（会長代行）

有銘　兼一 － ９００－００１２
那覇市泊３－１２－６
有銘　兼一 様方

０９０-１９４７-６９７４ ０９８－８６８－５７９３ 有銘　兼一

4 沖縄県カヌー協会 下地　幹郎 棚原　憲之 平良　祐喜 ９０１－０３０５
糸満市西崎町１－１－１
沖縄県カヌー協会　沖縄県立沖縄水産高等学校内

０９８－９９４－３４８３ ０９８－９９２－５９２０ 平良　祐喜

5 沖縄県ボウリング連盟 翁長　政俊 伊集　守和 伊集　守和 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館４階　４０１号室

０９８－９９６－４７０５ ０９８－９９６－４７０５ 伊集　守和

6 一般社団法人沖縄陸上競技協会 國場　　馨
比嘉　律子
(専務理事）

- ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館５階　５０６号室

０９８－９９６－２８８１ ０９８－９９６－２８８２ -

7 一般社団法人 沖縄県サッカー協会 与那覇　実
石川　良一
（専務理事）

當銘　直人 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館 ４０６号室

０９８－９９６－４７２２ ０９８－９９６－４７３３ 當銘　直人

8 沖縄県テニス協会 新垣　忠男 玉城　　智 新垣　かおる ９０１－０１５２
那覇市小禄１－３－２５
パラシオ大橋１０１号

０９８－８５８－９１２０ ０９８－８５８－８６８３ 新垣　かおる

9 沖縄県ホッケー協会 大城　健 山内　　学 嘉陽　健 ９０５-０４０１ 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根232（今帰仁村教育委員会内） ０９８０－５６－２６４５ ０９８０－５６－５２７４ 瑞慶山　良邦

10 沖縄県ボクシング連盟 島袋　　洋 登川　正広 仲村　泰洋 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館３０７号室

０７０－５２７０－６５６１ ０９８－８５８－２９８８ 仲村　泰洋

11 沖縄県バレーボール協会 大兼　康弘 川田　学 比嘉　健一 ９０４－２１６５
沖縄市宮里1-20-20
事務局　比嘉　健一 様方

０９０-６６３１-３３７８ ０９８-９３４-４７５５ 比嘉　健一

12 沖縄県体操協会 知念　義雄 新垣　智也 宮城　美穂 ９０１－２１２６ 浦添市宮城２-１５-３　２０５ ０９８－８７７-７８３１ － 宮城　美穂

13 一般財団法人沖縄県バスケットボール協会 喜納　武信
日越　延利
（専務理事）

仲村　　聡 ９００－０００３
那覇市安謝６５３番地
株式会社国際重機ビル６０２号室

０９８－９４１－２６２３ ０９８－９４１－２６３３ 仲村　　聡

14 沖縄県レスリング協会 津森　義弘 屋比久　保 伊計　孫実 ９０１－２１１１ 浦添市字経塚1丁目1番1号 ０９８-８７９－５９９２（学校） ０９８－８７５－４７６４ 伊計　孫実

15 沖縄県ウエイトリフティング協会 川畑　勉 平仲　康 － ９０１－０２２３
豊見城市字翁長５２０番地
沖縄県立豊見城南高等学校内

０８０-６４８０－０２５１ ０９８－８５０－９２３９ 平良　健太

16 沖縄県ハンドボール協会 宮城　靖 長嶺　重信 宮城　政司 ９０１－２１２６
浦添市宮城６-１３-１　3F
浦添市字小湾郷友会 内

０９８－８７９－８１８０ ０９８－８７５－６２０９ 宮城　政司

17 沖縄県自転車競技連盟 知念　正和 仲松　勝太 屋良　　修 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館５階　５０３号室

０９０－１５１１－６７９８ － 屋良　　修

18 沖縄県ソフトテニス連盟 外間　　勉 宮城　正彦 眞境名　富雄 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館５階　５０２号室

０９８－９９６－５０７８ ０９８－９９６－５０７８ 眞境名 富雄

19 沖縄県卓球協会 具志堅　侃 豊里　　勝 登川　圭一 ９０４－００２３
沖縄市久保田１－４－１５
２F

０９８－９３２－９１９８ ０９８－９３２－９１９８ 山根　桂子

20 沖縄県野球連盟 又吉　民人 前西原　裕 新城　龍夫 ９００－０００１
那覇市港町２－１２－２２
沖縄港湾労働者福祉センター１階

０９８－８６２－０８１４ ０９８－８６２－０８１５ 勢理客　惠

21 沖縄県相撲連盟 和宇慶　勝則 高屋　清吉 久場　研吾 ９０４－００１１ 沖縄市照屋5丁目5番1号 ０９８－９３７－３５６３ ０９８－９３７－０６７２ 久場　研吾

22 沖縄県馬術連盟 比嘉　源和 花城　　薫 大西　　薫 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館３階　３０７号室

０９８－９９６－３７３５ ０９８－８８２－２５６７ 大西　　薫

23 沖縄県フェンシング協会 岸本　幸博 宮城　真政 阿波連　本広 ９００－００１２
那覇市泊３－１５－３
サンライト泊７０２　阿波連 本広 様方

０９８－８６６－７９０２ ０９８－８６６－７９０２ 阿波連　本広

24 沖縄県柔道連盟 西浜　良光 横田　三四郎 伊志嶺　朝広 ９０２－００７７
那覇市長田２－５－３１－１０１
アスリートクラブ琉９内

０９８－８５１－７１８６ ０９８－８５１－７１８６ 伊志嶺　朝広

25 沖縄県ソフトボール協会 與那覇　清徳 稲福　孝 西原　洋市郎 ９０３－００１７ 西原町翁長４５１－２階 ０９０-９４０５-８１６０ ０９８-９９３－７６４１ 西原　洋市郎

26 沖縄県バドミントン協会 新里　登 高江洲　武 高江洲　武 ９０４－２１７２
沖縄市泡瀬３－３４－６
メゾン桑江２０２号

０９８－９３８-７２１５ ０９８－９３８－７２１６ 高江洲　武

27 一般社団法人 沖縄県弓道連盟 知念　正樹 屋我　嗣尚 外間　一雄 ９００－００２４ 那覇市古波蔵１－９－２５　外間　一雄　様方 ０９８－８８９－４６７３ ０９８－８８９－４６７３ 外間　一雄

28 沖縄県ライフル射撃協会 仲本　雅有 照屋　峰一 仲本　正樹 ９００－０００４ 那覇市銘苅２３９－２ ０９８－８６７－１１１０ ０９８－８６３－４１１０ 仲本　渚

29 一般財団法人 沖縄県剣道連盟 親川　光俊 富山　嘉津男 宇地原　豊 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館５階 ５０１号室

０９８－８５９－０４１０ ０９８－９９６－４６１６ 宇地原　豊

30 沖縄県ラグビーフットボール協会 宮城　　博 安村　光滋 比嘉　良人 ９０４－２２３６
うるま市喜仲3-28-1
沖縄県立具志川高等学校内

０９８－９７３-１２１３ ０９８-９７３-８４４１ 比嘉　良人

31 沖縄県アーチェリー協会 保久村　弘 島袋　盛範 島袋　盛範 ９０１－２１２１ 浦添市内間４－１２－３ ０９０－２３９５－９９９７ ０９８－８７９－９３４１ 島袋　盛範

32 沖縄県空手道連盟 平良　慶孝 高良　正剛 国吉　洋一郎 ９０４－０２０３
嘉手納町字嘉手納３１２ー３２
HKマンション２０３号

０８０－９１０９－７１１７ － 国吉　洋一郎

33 沖縄県銃剣道連盟 山縣　正明 加藤　哲也 加藤　哲也 ９０1－８５１３ 糸満市字大里１３５-１　加藤 哲也 様方 ０９０－４９９６－２８９７ ０９８－８６８－２６０１ 加藤　哲也

令和４年度　公益財団法人 沖縄県スポーツ協会　加盟団体一覧表



№ 団体 会長 理事長 事務局長 郵便番号 連絡先住所 電話番号 ＦＡＸ 担当者

34 沖縄県クレー射撃協会 小渡　　兵衛 小渡　兵衛 小池　美砂緒 ９０４－２２３６
うるま市喜仲１－７－２５
内間アパート２F西

０９８－９２３－３９１８ ０９８－９２３－３９１８ 小池　美砂緒

35 沖縄県なぎなた連盟 長濱　文子 笠原　松美 笠原　松美 ９０１－１３０２
与那原町字上与那原224-2　山入端AP-201号
笠原 松美 様方

０９８－９１７－２８０７ ０９８－９１７－２８０７ 笠原　松美

36 沖縄県パワーリフティング協会 平良　治雄 糸洌　真一 － ９０４－００３４ 沖縄県沖縄市山内２－７－１７　桃原ＡＰＴ２０１ ０９０－７３９９－６０８４ ０９８－９３３－２７３６ 糸洌　真一

37 沖縄県アイスホッケー連盟 砂川　隆禧 儀間　真実 長　綾 ９０1－１１０４
島尻郡南風原町字宮平４６０－１
エナジックスポーツワールドサザンヒル アイスアリーナ内

０９８-８８８-５８５８ ０９８-８８８-０６０６ 稲井　綾子

38 沖縄県スキー連盟 小原　俊之 菅野　亮 菅野　亮 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館５階　５０５号室

－ － 菅野　　亮

39 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 細川　浩 田場　典淳 松田　順子 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館　３０７号室

０９０－７９２３ー９１１０ ０９８－８９８－８５４９ 田場　典淳　

40 沖縄県ゲートボール連合 下地　幹郎 大城　哲夫 大城　哲夫 ９０１－０４０５
八重瀬町字伊覇３０５－４
エルガーデン八重瀬A－１号室

０９８－９９８－６９９１ ０９８－９９８－８９６９ 大城　哲夫

41 一般社団法人沖縄県ゴルフ協会 竹下　勇夫 仲田　和弘 具志堅　宗成 ９０１－１１０５
南風原町字新川136番地
新川136・1-2号室

０９８－９９６－４３３１ ０９８－９９６－４３３２ 具志堅　宗成

42 一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 宮城　直久 大城　一也 森　　　　豊 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館５階　５０４号室

０９８－９８７－４４３３ ０９８－９８７－４４３３ 森　　　豊

43 沖縄県ダンススポーツ連盟 仲嶺　英世 上原　健幸 屋比久　悦子 ９０１-２１０４ 浦添市当山２-１９-１０ ０９０-１９４９-９５６０ ０９８-８００-２１１１ 屋比久　悦子

44 沖縄県武術太極拳連盟 宮良　信詳 金城　照子 金城　勝 ９００－０００３ 那覇市字安謝２６８番地　金城様方 ０８０－３９９５－９９７７ ０９８-９４３-８５６８ 金城　勝

45 沖縄県グラウンド・ゴルフ協会 平田　善和 大城　政春 崎浜　　勇 ９０１－２２２６ 宜野湾市嘉数３－１８－２８－１　崎浜様方 ０９０－４５１０－０４３１ ０９８－８９７－２８５０ 崎浜　　勇

46 沖縄県少林寺拳法連盟 佐喜眞　望 島袋　容子 春名　政樹 － 梶原　智宏

47 沖縄県スケート連盟 宮良　一夫 室　　龍哉 室　　龍海 ９０２－００６７
那覇市安里１－１－４５
メゾン高倉安里９０５　室 様方

－ － 室　　龍哉

48 特定非営利活動法人 沖縄県障がい者スポーツ協会 － 宮里　好一 金城　鍛 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館 ３０９号

０９８－８８０－２４５９ ０９８－８８０－２４５９ 金城　鍛

50 沖縄県合気道連盟 山口　　巖 山口　　巖 島袋　悦子 ９０２－００６７
那覇市安里４１６
大進ビル６０２号室　島袋 悦子 様方

０９０－３０１１－６７１８ ０９８－８５７－１１７０ 山口　大・有美

51 沖縄県ペタンク協会 松堂　厚雄 田村　　守 金城　章 ９００－００１２ 那覇市泊１-２７-１７　金城　章　様方 ０９８－８６９－０５７５ ０９８－８６９－０５７５ 金城　章

52 沖縄県エアロビック連盟 前田　秀祐 古波蔵　善弘 又吉　真記 ９００－００１３
那覇市牧志１－１９－２９D-naha ８F　総合学園ヒューマンアカデミー
那覇校

０９８－８６４－２５３３ ０９８－９４１－６５６９ 古波蔵　善弘

53 沖縄県キンボールスポーツ連盟 宇江城　卓 大湾　芳昭 上間　美来 ９０１-０２２５ 豊見城市豊崎１－７６６　宇江城様　方 ０９０-１３６６－０３４１ ― 上間　美来

54 沖縄県ボディビル・フィットネス連盟
金城　正秀
（会長代行）

島袋　正和 山下　孝行 ９０４-００３４ 沖縄県沖縄市山内2丁目7番１７号 ０９０－７３９９－６０８４ ０９８－９３３－２７３６ 糸洌　真一

55 国頭郡体育協会 嘉陽　宗敬 久田　哲史 金城　洋之 ９０５-０４０１ 今帰仁村字仲宗根２３２番地 ０９８０-５６-２６４５ ０９８０-５６-５２７４ 嶺井　寛之

56 特定非営利活動法人 名護市体育協会 大嶺　眞順 石川　達義 － ９０５-００１４
名護市港二丁目1番1号 名護市民会館2階
名護市地域経済部文化スポーツ振興課内

０９８０-５３-５４３１ ０９８０-５３-５４２６ 比嘉　龍次

57 中頭郡スポーツ協会 0 0 0 ９０３-０１１７ 中頭郡西原町翁長９５６ ０９８-９４５-８０９５ 0 砂川

58 うるま市体育協会 松田　富雄 船越　一夫 平川　留美 ９０４－２２２４
うるま市字大田５１４番地
具志川運動公園管理事務所内

０９８－９７４－２５４０ ０９８－９８９－３１１２ 宮村　めぐみ

59 沖縄市スポーツ協会 知念　信勝 満島　惠作 満島　惠作 ９０４－００３２ 沖縄市諸見里２－１－１ ０９８－９３２－５２９３ ０９８－９８９－００６１ 高山　里奈

60 宜野湾市スポーツ協会 石川　正信 多和田　真一 － ９０１－２２２４
宜野湾市真志喜３－２５－１
宜野湾市立グラウンド内

０９８－８９７－０９０９ ０９８－８９０－６４９７ 仲村　美和

61 浦添市スポーツ協会 髙良　政幸 與儀　実誠 嘉手苅　清三 ９０１－２１０３
浦添市仲間１－１３－１
ANA FIELD内

０９８－８７７－４９２３ ０９８－８７７－４９３３ 當銘　さつき

62 ＮＰＯ法人 那覇市体育協会 平良　　悟
玉城　　憲
(専務理事)

伊良皆　宜俟 ９０２－００７８
那覇市識名１２２７
那覇市民体育館内

０９８－８５３－６９７９ ０９８－８３４－６８０２ 山城　　満

63 島尻郡体育協会 赤嶺　正之 糸洲　朝光 新垣　　淳 ９０１－０４０１ 八重瀬町東風平９６５ ０９０－１５１２－９６７３ ０９８－９９８－００３６ 新垣　　淳

64 特定非営利活動法人 豊見城市体育協会 赤嶺　豊 宮里　卓道 上地　五十八 ９０１－０２１２ 豊見城市字平良５３６ ０９８－８５０－３２７９ ０９８－８５０－３７６０ 上地　五十八

65 南城市体育協会 當山　全章 新垣　聡 當山　拓哉 ９０１－０６１１ 南城市玉城字富里２００番地（玉城総合体育館内） ０７０－４３３３－６３２１ － 當山　拓哉

66 ＮＰＯ法人 糸満市体育協会 前門　昌也 大城　宜森 － ９０１－０３０６
糸満市西崎町３-１
西崎陸上競技場内

０９８－９９４－５４３２ ０９８－９９４－５４３２ 大城　宜律

67 一般社団法人宮古島市スポーツ協会 砂川　恵助
宮國　敏弘
（専務理事）

砂川　定宏 ９０６－０００７
宮古島市平良字東仲宗根675-1
宮古島市総合体育館1階

０９８０－７３-４４６９ ０９８０－７５－３５８６ 友利　由紀

68 八重山郡スポーツ協会 長浜　信夫 大江　隆喜 金嶺　一彦 ９０７－０００４ 石垣市字登野城１４０９-１ ０９０－１８７２－２０４８ － 金嶺　一彦

69 沖縄県高等学校体育連盟 上地　勇人 花木　光成 友寄　雅仁 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館３階　３０３号室

０９８－８５１－８４２１ ０９８－８５１－８４２２ 友寄　雅仁　

70 沖縄県中学校体育連盟 相澤　敬二 津波古　要 新里　直樹 ９００－００２６
那覇市奥武山町５１－２
沖縄県体協スポーツ会館３階　　３０１号室

０９８－９９６－１９６２ ０９８－９９６－１９６３ 津波古　要

71 一般財団法人 沖縄県高等学校野球連盟 川畑　三矢 中村　健 － ９０１－２２２４
宜野湾市真志喜2-25-1
沖縄県立宜野湾高等学校内

０９８-８９０-３１５８ ０９８-８９０-３１５８ 木村　聖子


