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会長
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事務局長

事務局長携帯 e-mailアドレス

佐藤 嘉則

TEL

FAX

090-8907-2486 ho_ffd@yahoo.co.jp

0134-54-7606

0134-54-6360

1

北海道障害者フライングディスク連盟

平成5年4月1日

牧野 誠一

047-0156 小樽市桜4-3-1

2

青森県障害者フライングディスク協会

平成18年5月20日

福沢 和彦

039-3154 上北郡野辺地町字上小中野80-15 あすなろクリーナース内

中嶋 実樹

090-2027-1926 kaiyoukai@woody.ocn.ne.jp

0175-64-0170

0175-64-1129

3

岩手県障害者フライングディスク協会

平成11年11月13日

吉田 洋治

020-0831 盛岡市三本柳8-1-3

山内 卓堂

080-1657-1948 iikuse01@ybb.ne.jp

019-637-7558

019-637-7626

4

みやぎ障害者フライングディスク協会

平成15年11月17日

鈴木 邦夫

981-0122 宮城郡利府町菅谷字西浦51-2

090-2883-0986 tadayuki_oyamada@rio.odn.ne.jp

022-394-5205

022-394-5204

5

秋田県障害者フライングディスク協会

平成15年11月15日

橋本 高史

010-1427 秋田市仁井田新田2-1-12-4

下間 直人

090-9635-0020 shimoma@fukinoto.or.jp

018-829-1706

018-829-1706

6

山形県障害者フライングディスク協会

平成12年4月23日

細越 正則

990-0041 山形市緑町1-9-30

鈴木 一成

090-2790-0275 suzuki@ysj.or.jp

023-623-9127

023-623-9123

7

福島県障害者フライングディスク協会

平成12年5月13日

齊藤 隆康

963-1163 郡山市田村町正直字天井田35-558

但馬 正幸

090-2984-1438 m_tajima_87@arion.ocn.ne.jp

024-955-4767

024-955-4767

8

茨城県障害者フライングディスク協会

平成19年4月21日

前島 守雅

319-2266 常陸大宮市抽ヶ台町774-14

渡邉 良彦

watanabe.yosihiko@post.ibk.ed.jp 0295-53-3171

0295-53-3171

9

栃木県障害者フライングディスク協会

平成13年12月22日

五味渕 一彦

http://fukushima-fd.blogspot.jp/
http://www.net1.jway.ne.jp/ibaraki-fd/index.html

和光学園気付

ふれあいランド岩手内

小山田 忠幸

山形県社会福祉事業団内

329-1104 宇都宮市下岡本町4171-4

兼弘 真由実

080-5046-3284 kane11302008@yahoo.co.jp

028-673-6493

028-673-6493

374-0113 邑楽郡板倉町泉野1-4-7 佐藤方

紅谷 真由美

070-5458-5723 gunnma_fd_mayu@yahoo.co.jp

070-5458-5723

045-517-3067

048-822-2768

048-831-6442

http://www.facebook.com/tochigiken.syougaisya.flyingdisc.kyoukai

10

群馬県障害者フライングディスク協会

11

埼玉県障害者フライングディスク協会

12

千葉県障害者フライングディスク連盟

13

平成18年3月25日

福嶋

平成12年8月19日

種村 朋文

鈴木 英彦

330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県身体障害者福祉協会内

平成7年4月1日

宇野

浜田

286-0047 成田市江弁須96-3 成田市のぞみの園内

千葉 健彦

070-5592-9884 chiba_fd@yahoo.co.jp

0476-26-1131

0476-26-3571

東京都障害者フライングディスク協会

平成8年3月30日

吉田 力男

111-0021 台東区日本堤2-32-8 いいづかﾋﾞﾙ

池田 修二

090-9314-7424 jffd.tokyo1989@peace.ocn.ne.jp

03-3847-8522

03-3847-8522

14

かながわ障害者フライングディスク協会

平成15年4月1日

小泉 隆志

古知屋 政江

090-4625-0606 kanagawa_fd2003@yahoo.co.jp

046-873-8424

046-873-8438

15

新潟障害者フライングディスク協会

平成13年3月13日

青木

080-3393-9218 kouryu@n-fureaiplaza.com

025-381-8110

025-381-1478

新潟佐渡障害者フライングディスク協会

平成23年10月12日

山本 健三

0259-22-3880

0259-22-3881

富山県障害者フライングディスク協会

平成13年3月18日

高田 洋信

平成14年2月14日

岸谷

151
16
17

http://blog.goo.ne.jp/sfad12819

石川県障害者フライングディスク協会

清

裕

光

古知屋 政江 249-0004 逗子市沼間5-21-3

学

950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1

新潟ふれ愛プラザ内

中川 猛

丸田

徹

952-0108 佐渡市上新穂1256番地 岩の平園

矢本 和弘

金田 安正

939-2298 富山市坂本3110 セーナー苑

川村 雅也

090-9444-5974 toyamafd2001@gmail.com

076-467-0679

076-468-3201

都

酒井 健二

922-0063 加賀市大聖寺新町26

林

090-3504-5697 ha_masaka0884@yahoo.co.jp

0761-72-1146

0761-72-1146

平成16年9月11日

吉本 陽子

中村 和己

918-8027 福井市福町28-49 わいわいポケット内

0776-58-3424

0776-58-3424

平成14年2月2日

前島 茂松

伊藤 太一

404-0043 甲州市塩山下於曽425-7

伊藤 太一

090-2752-5313 yamanashifd@yahoo.co.jp

0553-33-7043

0553-33-7043

平成14年12月6日

髙久 義行

399-4117 駒ヶ根市赤穂8958-6 酒井雅木宅

酒井 雅木

090-3559-3156 fd-sakai@beige.plala.or.jp

0265-81-4847

0265-81-4847

平成13年9月13日

尾藤 義昭

高橋 良明

501-3933 関市向山町1-1-5

櫛田 龍宏

090-9915-9696 27kura@nexyzbb.ne.jp

0575-24-0015

0575-24-0015

大塚 康夫

424-0926 静岡市清水区村松675-9

080-5133-9495 para-fd2014@goal.tnc.ne.jp

054-334-1724

054-334-1724

椎葉 林蔵

462-0833 名古屋市北区水切町5-72-2

090-3855-9687 info@afad.sakura.ne.jp

052-991-1727

052-991-1727

090-4117‐2887 fiat.tsu2@za.ztv.ne.jp

090-4117-2887

059-222-0303

正勝

i-shifd2004.sakura.ne.jp

18
19

福井県障害者フライングディスク協会
山梨県障害者フライングディスク協会

http://www.geocities.jp/yamanashifd_hp/

20

長野県障害者フライングディスク協会

21

岐阜県障害者フライングディスク協会

22

(NPO)しずおか障害者フライングディスク協会

23

あいち障害者フライングディスク協会

24

三重県障害者フライングディスク協会

http://naganofad.web.fc2.com/

http://www2.tokai.or.jp/pfa-S/
http://afad.sakura.ne.jp

saisinkyou@bz01.plala.or.jp

平成13年3月20日
平成14年3月17日

大塚 敏彦

平成17年4月1日

吉田 健一

514-0013 津市海岸町14-18

fukui_fd@waiwai-p.com

河合 健太郎
井谷

圭

NO

協 会 名
ホームページ

設立年月日

会長

平成16年12月25日

井上 博基

理事長

事務局長

事務局長携帯 e-mailアドレス

529-1541 東近江市蒲生堂町338-234

西川 眞治

〒

住

所

TEL

FAX

090-4565-1695 sasayuri2823@zb.ztv.ne.jp

050-5802-4418

050-5802-4418

25

滋賀県障害者フライングディスク協会

26

京都障害者フライングディスク協会

平成19年9月1日

太田 久雄

603-8306 京都市北区紫竹西南町67-52

飯田 敏弘

090-9549-3794 iida.t2988@gmail.com

075-491-9695

075-491-9695

27

大阪障害者フライングディスク協会

平成12年12月24日

長井 豊治

590-0137 大阪府堺市南区城山台5-1-2 大阪府立交流促進センター内

森本 有哉

090-5150-0410 fit-fpo@fineplaza.jp

072-296-6311

079-296-6313

28

兵庫障害者フライングディスク協会

平成15年6月29日

宮城

655-0038 神戸市垂水区星陵台7-13-6

加藤 成久

090-5469-3466 naruhisakatoh0115@gmail.com

078-791-2001

078-795-0197

29

奈良県障害者フライングディスク協会

平成17年10月29日

橋本 和典

630-8136 奈良市恋の窪2丁目15-18-2 橋本和典方

橋本 和典

090-8982-7294 rakuson@kcn.ne.jp

090-8982-7294

0742-34-9145

30

和歌山県障害者フライングディスク協会

平成19年6月30日

植田 新一

640-0405 紀の川市貴志川町岸宮141-3

津村 優子

080-6119-5585 w-fd@iris.eonet.ne.jp

0736-64-7325

0736-64-7325

31

鳥取県障害者フライングディスク協会

平成19年3月25日

山本 徳弘

0858-37-3649

32

島根県障害者フライングディスク協会

平成13年5月18日

33

岡山県障害者フライングディスク協会

34

新
西野 俊徳

石田 倫義

689-2212 東伯郡北栄町下種501

斎尾 智恵里

090-7593-0488 saiochan@mail6.torichu.ne.jp

0858-37-3649

玉田 珠美

693-0022 出雲市上塩冶町2546-9

藤原 ふみえ

090-6837-5174 joy0508@mild.ocn.ne.jp

090-6837-5174

070-5055-7764 ofad@nifty.com

070-5055-7764

平成13年2月10日

難波

ひろしま障害者フライングディスク協会

平成15年3月16日

三上 正浩

739-0036 東広島市西条町田口295-3

35

山口県障害者フライングディスク協会

平成18年2月25日

今元 恵二

740-1404 岩国市由宇町西区984

36

徳島県障害者フライングディスク協会

平成14年12月21日

島田 正人

37

香川県障害者フライングディスク協会

平成16年4月17日

白井 義清

38

愛媛県障害者フライングディスク協会

平成19年3月3日

信田

基

有重 嘉紀

791-0054 松山市空港通７丁目17-29-2

39

高知県障害者フライングディスク協会

平成12年4月9日

広田

一

大石 雅省

平成16年4月24日

奥村 勝志

http://homepage3.nifty.com/ofad

http://wwwc.pikara.ne.jp/tokushimafad/

http://syougainet.yukigesho.com/

茂

701-0105 倉敷市矢部689

中村 光弘

ふくおか障害者フライングディスク協会

40

http://www1a.biglobe.ne.jp/fhspokyo/
ふくおか障害者フライングディスク協会 飯塚分室

仙田 義孝
福馬 勇気

oridsuru@hiroshima-wsc.jp

082-425-6800

082-425-6789

川本 孝行

090-8245-2696 wakabaen@deluxe.ocn.ne.jp

0827-63-1177

0827-63-1178

779-0104 板野郡板野町吹田字町東40-7

稲垣

敏

090-1570-6456 si461018@yahoo.co.jp

088-672-1842

088-672-1842

761-0104 高松市高松町1574-1

多田 浩司

090-8285-2888 kagawafad@gmail.com

087-843-3394

087-843-3394

長山 也寸志

090-1577-5691 efda@hi.enjoy.ne.jp

089-908-6374

089-908-6375

780-0915 高知市小津町9-7 Kﾋﾞﾙ3F

中町 尚一

090-9557-2191 naka8@f2.dion.ne.jp

088-884-1134

088-884-1134

816-0804 春日市原町3-1-7 ｸﾛｰﾊﾞﾌﾟﾗｻﾞ 福岡県障害者スポーツ協会内

山野

090-1164-6707 yamano@f-psa.jp

092-582-5223

092-582-5228

820-0111 飯塚市有安959-1庄の里内

佐藤 俊吾

0948-82-2115

0948-82-2166

スポーツ交流センター内

若葉園内

明

katsushi62.05.08@ozzio.jp

41

佐賀県障害者フライングディスク協会

平成15年3月21日

小林 義民

842-0013 神埼市神埼町本告牟田1266-1 コーネリア神埼B103号

松田 晃彦

090-4352-1687 vision-mbs@snow.ocn.ne.jp

090-4352-1687

42

長崎県障害者フライングディスク協会

平成14年11月24日

中島

857-2303 西海市大瀬戸町西浜郷1603-12 大瀬戸厚生園内

長井 庄吾

090-9593-7506 yuzuri102@themis.ocn.ne.jp

0959-23-3030

0959-23-3263

43

熊本県障害者フライングディスク協会

平成16年11月20日

菊本 和幸

860-0072 熊本市西区花園５丁目11-22-501

一安 亨子

090-1349-5681 kiku-kazu@buntoku-h.ed.jp

096-354-0325

096-354-0325

44

大分県障害者フライングディスク協会

平成15年3月15日

中村 冨康

090-9791-1209 oita-ikusei@salsa.ocn.ne.jp

097-551-1821

097-556-8923

45

宮崎県障害者フライングディスク協会

平成15年11月2日

安藤 定美

中武 久美子

080-3960-3507 inori124uta@yahoo.co.jp

0985-74-3540

0985-74-3540

46

鹿児島県障害者フライングディスク協会

平成19年4月1日

沖崎 和寛

890-0008 鹿児島市伊敷6-11-6

上村 広二

090-1089-1991 mdppy226@yahoo.co.jp

099-220-4180

099-220-4180

47

沖縄県障害者フライングディスク協会

平成20年6月29日

垣花 弘光

901-1117 島尻郡南風原町字津嘉山1367-5 比嘉方

比嘉 和也

090-8294-2290 taiki10@okisin.jp

098-851-7522

098-851-9522

沖縄八重山障害者フライングディスク協会

平成19年12月17日

907-0243 石垣市字宮良307-2Ｆ

嵩田 晃久

090-9783-4350 cokkaru924miracle@mac.com

0980-86-7688

0980-86-7688

吉田 力男
若山 浩彦

090-3230-2453
info@jffd.jp
080-5193-1571

03-3847-8522

03-3847-8522

471

愿

齊藤 國芳

創立 平成 1年4月1日
設立 平成10年4月1日

http://www.jffd.jp/
日本障害者フライングディスク連盟

浅草分室

大分市大津町2-1-41 大分県総合社会福祉会館2F
大分県手をつなぐ育成会内

880-0301 宮崎市佐土原町上田島1988-2
上村 広二

大浜 博宣

日本障害者フライングディスク連盟

J.F.F.D

870-0907

111-0021 台東区日本堤2-32-8 いいづかビル
八代 英太

苅安 達男
111-0042 台東区寿1-20-9

