
８．各会場案内：

会場名 電話番号 住所 交通

札幌市厚別区体育館 011-892-0362 札幌市厚別区厚別中央2条5-1-20
地下鉄東西線「新さっぽろ」駅下車2番出口徒歩5分。またはＪＲ「新札幌」駅下車徒歩約
5分

青森市はまなす会館 017-738-4821 青森市問屋町1-10-10 JR「青森」駅より市営ﾊﾞｽ「問屋町」行き「問屋町会館前」下車徒歩1分（所要40分）

ｱｲｰﾅ いわて県民情報交流ｾﾝﾀｰ 019-606-1717 盛岡市盛岡駅西通1-7-1 JR｢盛岡｣駅西口より徒歩４分

トークネットホール仙台（仙台市民会館） 022-262-4721 仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1（西公
園）

地下鉄南北線｢勾当台公園｣駅｢公園２」出口より徒歩10分、または東西線「大町西公
園」駅「西１」出口から徒歩10分。または仙台駅前60番乗場から「定禅寺通経由交通局・
大学病院前」行乗車｢市民会館前｣下車すぐ(所要15分)。

秋田県立武道館 018-862-6651 秋田市新屋字砂奴寄2-2 ＪＲ｢秋田｣駅よりﾊﾞｽ「県立ﾌﾟｰﾙ線」乗車25分、｢県立武道館前｣下車
山形市南部体育館 023-641-6705 山形市小荷駄町7-110 JR「山形」駅からﾀｸｼｰで10～15分。または徒歩で30分

県あづま総合運動公園体育館 024-593-1111 福島市佐原字神事場1 ＪＲ福島駅東口ﾊﾞｽ停より「佐原」行き６番乗車30分

鹿沼総合体育館（TKCいちごｱﾘｰﾅ） 0289-72-1300 栃木県鹿沼市下石川694-1 ＪＲ「宇都宮」駅西口よりﾊﾞｽ「運転免許センター」下車
ALSOKぐんま総合スポーツセンター ぐんま武道館 027-234-1200 前橋市関根長800 ＪＲ｢新前橋｣駅より関越交通ﾊﾞｽ「ぐんま総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ」行き35分。駐車場あり

新潟市北地区スポーツセンター 025-258-0200 新潟市北区名目所3-1125-1 ＪＲ｢新潟｣駅よりﾊﾞｽ「松浜」行き｢松浜｣下車、徒歩2分

長野市生涯学習センター 026-233-8080 長野市大字鶴賀問御所町1271-3 JR「長野」駅より徒歩10分

堀原運動公園 029-251-8444 茨城県水戸市新原2-11-1 JR「水戸」駅北口より茨城交通ﾊﾞｽ7番のりば「茨大前営業所」行き終点下車徒歩3分

浦和コルソ 048-824-5555 さいたま市浦和区高砂1-12-1 ＪＲ「浦和」駅西口前

蕨市民体育館 048-432-2611 蕨市北町1-27-15 ＪＲ「蕨」駅より徒歩15分。または「蕨」駅西口から蕨市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ・国際興業ﾊﾞｽ「西ルー
ト廻り」利用「市民体育館」下車。

蓮田市総合市民体育館 048-768-1717 蓮田市大字閏戸2343番地1 蓮田駅東口から菖蒲仲橋行、下大崎行ﾊﾞｽで中閏戸または足利ﾊﾞｽ停下車徒歩約10
分。またはパルシー行きﾊﾞｽでパルシーﾊﾞｽ停下車

千葉県総合スポーツセンター 043-290-8501 千葉市稲毛区天台町323 JR｢稲毛｣駅から京成ﾊﾞｽ「草野車庫」行｢スポーツセンター前｣下車徒歩10分。または千
葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ」駅下車徒歩10分

日本連盟トレーニングセンター 03-6231-4911 東京都江戸川区松江1-9-15 JR「新小岩」駅から都営ﾊﾞｽ｢葛西駅｣行き、または｢西葛西駅｣行き乗車、 ｢京葉交差点｣
下車徒歩3分。都営新宿線｢船堀｣駅から都営ﾊﾞｽ｢新小岩駅｣行き、または｢錦糸町駅｣
行き乗車、｢京葉交差点｣下車徒歩3分

中央区立総合スポーツセンター 03-3666-1501 東京都中央区日本橋浜町2-59-1 地下鉄｢人形町｣駅下車徒歩8分。都営新宿線｢浜町｣駅下車徒歩2分

綾瀬市民スポーツセンター 0467-76-9292 神奈川県綾瀬市深谷上3-6-1 小田急線・相鉄線「海老名」駅下車、ﾊﾞｽ釜田経由「綾瀬市役所」行き「市民スポーツセ
ンター前」下車

大和スポーツセンター 046-261-6200 神奈川県大和市上草柳1-1-1 小田急線･相鉄線｢大和駅｣下車徒歩5分

山梨県立青少年センター 055-237-5311 山梨県甲府市川田町517番地 JR「甲府」駅よりﾊﾞｽ30分「勤労青少年センター前」下車。JR「石和温泉」駅より徒歩20分
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会場名 電話番号 住所 交通
岩瀬カナル会館 076-438-8446 富山市岩瀬天神町48 富山ライトレール｢岩瀬浜｣駅下車徒歩1分

金沢勤労者プラザ 076-221-7771 金沢市北安江3-2-20 JR「金沢」駅西口より徒歩７分。北陸鉄道ﾊﾞｽ「勤労者プラザ前」下車

今立体育センター 0778-43-1587 越前市岩本町第1号9番地 ＪＲ「武生」駅からﾀｸｼｰ15分。または福鉄ﾊﾞｽ南越線「和紙の里」下車徒歩5分

惜陰小学校 0778-51-2866 鯖江市日の出町6-37 JR｢鯖江｣駅より徒歩3分

静岡県武道館 054-636-2332 静岡県藤枝市前島2-10-1 JR｢藤枝｣駅南口より徒歩5分

愛知県武道館 052-654-8541 名古屋市港区丸池町1丁目1-4 地下鉄名城線｢東海通｣から市ﾊﾞｽ｢河合小橋｣行き｢競馬場｣駅下車徒歩5分、名鉄ﾊﾞｽ
センター3階2番から「サンビーチ日光川」又は「長島温泉」行で「武道館前｣駅下車

津市市民活動センター 059-227-5200 津市大門7-15 センターパレス 津駅東口より「三重会館」経由のバスに乗車、「三重会館」下車すぐ

三重県人権センター 059-233-5501 津市一身田大古曽693-1 ＪＲ「一身田」駅から徒歩約15分（南へ約１㎞）

各務原市蘇原第一小学校 058-383-3971 岐阜県各務原市蘇原野口町1-1 名鉄各務原線「六軒」駅より徒歩20分またはJR高山線「蘇原」駅より徒歩25分
北方町アルテックアリーナ（北方町総合体育館） 058-323-3500 岐阜県本巣郡北方町高屋石末1-9 JR「穂積」駅より岐阜バス大野穂積線「大野ﾊﾞｽセンター」行き「柱本南」下車徒歩10分、

またはJR「穂積」駅よりタクシー約13分

野洲市総合体育館 077-587-3477 滋賀県野洲市冨波甲1339番地 ＪＲ「野洲」駅北口から東へ2.2km。市内循環ﾊﾞｽ(北循環)「総合体育館東口」、近江ﾊﾞｽ
木部循環行「総合体育館前」下車

京都テルサ 075-692-3400 京都市南区東九条下殿田町70 JR「京都」駅八条口から南へ徒歩15分。または地下鉄｢九条｣駅4番出口西へ徒歩5分。
近鉄「東寺」駅より東へ徒歩5分

大阪武術太極拳トレーニングセンター 06-6478-3003 大阪市西淀川区御弊島3-14-24 ＪＲ東西線「御弊島」駅下車、３番出口より北へ徒歩１０分、または市バス「西淀川区民
ホール前」下車すぐ

神戸市水道局たちばな職員研修センター 078-341-0120 神戸市中央区橘通3-4-2 「高速神戸」駅11Ａ出口から徒歩3分。または「大倉山」駅西出口2出口から徒歩4分。ま
たは「神戸」駅北口から徒歩6分

神戸常盤ｱﾘｰﾅ（兵庫県立文化体育館） 078-631-1701 兵庫県神戸市長田区蓮池町1-1 山陽電車「西代」駅下車北へ徒歩2分。またはＪＲ「新長田」駅下車北へ徒歩10分

王寺アリーナ 0745-72-1033 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-1-1 近鉄田原本線「新王寺」駅下車徒歩10分、ＪＲ関西本線「王寺南口」駅下車徒歩10分。
またはバス停「王寺町役場」徒歩1分

和歌山市東部コミュニティセンター 073-475-0020 和歌山市寺内665番地 JR｢和歌山｣駅から和歌山ﾊﾞｽ岡崎線「東高校前」ﾊﾞｽ停下車徒歩2分。または和歌山電
鉄貴志川線「岡崎前」下車北へ徒歩5分

北栄町北条ふれあい会館 なし 鳥取県東伯郡北栄町土下100-3 JR｢倉吉｣駅よりタクシー約10分

松江太極拳協会練習場 0852-27-6278 松江市西川津町635-6 JR｢松江｣駅からﾊﾞｽ本庄美穂関行乗車｢大内谷｣下車徒歩2分

岡山市総合文化体育館 086-263-7474 岡山市南区浦安南町493-2 JR｢岡山｣駅から岡電ﾊﾞｽ「岡南飛行場」行き乗車｢浦安体育館前｣下車（所要約30分）

岡山市勤労者福祉センター 086-233-8311 岡山市北区春日町5-6 JR｢岡山｣駅から徒歩21分、ﾀｸｼｰ8分。または岡山駅から大学病院方面行きﾊﾞｽ行き乗
車、｢大学病院入口｣下車徒歩2分

広島県立総合体育館 082-228-1111 広島市中区基町4-1 路面電車｢紙屋町西」駅、またはﾊﾞｽ「紙屋町」駅下車

下松市市民体育館 0833-41-2832 山口県下松市西柳1-1-1 「下松」駅北口から徒歩15分、ﾀｸｼｰ5分

高松市総合体育館 087-822-0211 高松市福岡町4-36-1 琴平電鉄志度線｢沖松島｣駅下車徒歩2分。またはことでんﾊﾞｽ屋島大橋線「市立体育
館前」下車

松茂町第２体育館 088-699-1080 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵
312-5

JR「徳島」駅から徳島ﾊﾞｽ鳴門線(中喜来･立道経由以外)に乗車「免許センター口」下
車、徒歩5分

高知県立武道館 088-825-1271 高知市丸ノ内1-8-3 ＪＲ高知駅前より路面電車「はりまや橋・さんばし方面」行き3分「はりまや橋」下車後、「鏡
川橋･朝倉・いの方面行き」７分「ｸﾞﾗﾝﾄﾞ通り」下車徒歩10分
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博多体育館 092-481-0301 福岡市博多区山王1-9-5 地下鉄「東比恵」下車徒歩12分、または西鉄バス「山王公園前」下車徒歩5分

ももち体育館 092-851-4550 福岡市早良区百道2-3-15 地下鉄「藤崎」駅下車2番出口から徒歩2分

東体育館 092-672-0301 福岡市東区香住ケ丘1-12-2 西鉄貝塚線「香椎花園前」駅下車徒歩約5分

佐賀県総合体育館 0952-32-2131 佐賀市日の出1-21-15 ＪＲ「佐賀」駅西口より徒歩15分。市営バス「体育館前」ﾊﾞｽ停より徒歩1分。

長崎市民会館 095-825-1400 長崎市魚の町5-1 「長崎」駅前より路面電車「市民会館前」下車

三菱体育館 095-862-8810 長崎市淵町2-18 「長崎」駅前より路面電車「茂里町」下車

東部交流センター 096-349-0888 熊本市戸島町2588 ﾊﾞｽ交通センターから三山荘行き「三山荘」下車

別府市民体育館 0977-26-0535 別府市野口原3016-1 ＪＲ「別府」駅西口よりﾊﾞｽ10分「市役所前」下車

宮崎市佐土原武道館 0985-73-2782 宮崎市佐土原町下那珂1375-4 ＪＲ「佐土原」駅よりタクシー5分

鹿児島アリーナ 099-285-2244 鹿児島市永吉1-30-1 鹿児島交通ﾊﾞｽ「中草牟田」ﾊﾞｽ停3分

鹿児島市勤労者交流センター体育館 099-285-0003 鹿児島市中央町10（ｷｬﾝｾﾋﾞﾙ8階） JR「鹿児島中央」駅下車すぐ

沖縄空手会館 098-851-1025 沖縄県豊見城市豊見城854-1 路線バス（系統番号：33・46・101・105）「豊見城公園前」下車
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