
令和４年１２月２０日現在

団体名 郵便番号 事務局所在地１ 事務局所在地２ 電　　話
1 県北地域連合会 〒９６０－８６０１ 福島市五老内町３－１ 福島市役所スポーツ振興課内 ０２４－５２５－３７８６
2 県中地域連合会 〒９６２－８６０１ 須賀川市八幡町１３５ 須賀川市文化交流部生涯学習スポーツ課内 ０２４８－８８－９１７６
3 県南地域連合会 〒９６１－００５４ 白河市北中川原30 ０２４８－２９－８６５５
4 会津地域連合会 〒９６５－０８７１ 会津若松市栄町５－１７ 会津若松市教育委員会スポーツ推進課内 ０２４２－３９－１３０６
5 南会津地域連合会 〒９６７－０００６ 南会津町永田字枇杷影２ ０２４１－６２－２４４２
6 相双地域連合会 〒９７９－２３９２ 南相馬市鹿島区西町1丁目1 南相馬市市民生活部スポーツ推進課内 ０２４４－４６－２１２４
7 いわき市体育協会 〒９７０－８６８６ いわき市平字梅本21 ０２４６－２２－７５５３

協会名 郵便番号 事務局所在地１ 事務局所在地２ 電　　話
1 福島市体育協会 〒９６０－８６０１ 福島市五老内町３－１ 福島市役所スポーツ振興課内 ０２４－５２５－３７８６
2 二本松市体育協会 〒９６４－０９３７ 二本松市榎戸一丁目９２ 二本松市教育委員会事務局生涯学習課内 ０２４３－６２－７０６７
3 伊達市体育協会 〒９６０－０６３４ 伊達市保原町大泉字宮脇２６５ ０２４－５９７－８０１５
4 桑折町スポーツ協会 〒９６９－１６６１ 桑折町大字上郡字弁慶２０－１ ０２４－５８２－２４０８
5 国見町体育協会 〒９６９－１７６１ 国見町大字藤田字観月台１５ 国見町観月台文化センター内 ０２４－５８５－２６７６
6 川俣町スポーツ協会 〒９６０－１４０５ 川俣町大字東福沢字万所内山２－３ 川俣町体育館内 ０２４－５６５－３９３１
7 大玉村体育協会 〒９６９－１３０２ 大玉村玉井字西庵１８３ ０２４３－４８－３１３９
8 本宮市体育協会 〒９６９－１１０１ 本宮市高木字黒作1 本宮市総合体育館生涯学習センター内 ０２４３－３３－２６１１
9 郡山市体育協会 〒９６３－８６０１ 郡山市朝日１－２３－７ 郡山市文化スポーツ部スポーツ振興課内 ０２４－９２４－３４４１
10 須賀川市体育協会 〒９６２－８６０１ 須賀川市八幡町１３５ 須賀川市文化交流部生涯学習スポーツ課内 ０２４８－８８－９１７６
11 田村市体育協会 〒９６３－４３１２ 田村市船引町船引字畑添７６－２ 田村市教育委員会生涯学習課内 ０２４７－８１－１２１５
12 鏡石町体育協会 〒９６９－０４０１ 鏡石町緑町１９９ 鳥見山陸上競技場内 ０２４８－６２－７６３６
13 天栄村体育協会 〒９６２－０５０３ 天栄村大字下松本字原畑６６ ０２４８－８２－２５０４
14 石川町体育協会 〒９６３－７８６３ 石川町字渡里沢２９６－８ ０２４７－２６－８０３８
15 玉川村体育協会 〒９６３－６３１２ 玉川村大字小高字大谷地７１ ０２４７－５７－４６３２
16 平田村体育協会 〒９６３－８２０５ 平田村大字永田字切田１５８－５ 平田村中央公民館内 ０２４７－５５－２１３１
17 浅川町体育協会 〒９６３－６２０４ 浅川町大字浅川字背戸谷地１４３－５ 浅川町社会教育課内 ０２４７－３６－２１３４
18 古殿町体育協会 〒９６３－８３０４ 古殿町大字松川字横川235 ０２４７－５３－２３０５
19 三春町体育協会 〒９６３－７７５９ 三春町字大町１９１ 三春町教育委員会生涯学習課内 ０２４７－６２－３８３７
20 小野町体育協会 〒９６３－３４０１ 小野町大字小野新町字美売６５－１ ０２４７－７２－２５１８
21 ＮＰＯ法人白河市体育協会 〒９６１－００５４ 白河市北中川原３０ ０２４８－２９－８６５５
22 西郷村体育協会 〒９６１－８０９１ 西郷村大字熊倉字折口原７６－１ 西郷村教育委員会生涯学習課内 ０２４８－２５－２３７１
23 泉崎村体育協会 〒９６９－０１０１ 泉崎村大字泉崎字舘２４－９ 教育委員会教育課生涯学習係内 ０２４８－５３－４７７７
24 中島村体育協会 〒９６１－０１０２ 中島村滑津字ニツ山２８－１０ ０２４８－５２－２５０３
25 矢吹町体育協会 〒９６９－０２９６ 矢吹町一本木１０１ ０２４８－４４－４４００
26 棚倉町体育協会 〒９６３－６１２３ 棚倉町関口字一本松２４－１ 教育委員会生涯学習課体育振興係内 ０２４７－３３－３１６０
27 矢祭町体育協会 〒９６３－５１１８ 矢祭町大字東舘字石田２５ ０２４７－４６－２２０２
28 塙町体育協会 〒９６３－５４０５ 塙町大字塙字桜木町８０ ０２４７－４３－２６４４
29 鮫川村体育協会 〒９６３－８４０１ 鮫川村大字赤坂中野字巡ヶ作１２８ ０２４７－４９－３１５１
30 会津若松市体育協会 〒９６５－０８７１ 会津若松市栄町５－１７ ０２４２－３９－１３０６
31 (公財)喜多方市体育協会 〒９６６－００９４ 喜多方市字押切１丁目８６ 押切川公園体育館内 ０２４１－２３－０７７１
32 北塩原村体育協会 〒９６６－０４０２ 北塩原村大字大塩字下六郎屋敷２１３４ ０２４１－２３－５２３６
33 西会津町体育協会 〒９６９－４４０６ 西会津町野沢字原町乙２２３４－１ ０２４１－４５－２７１９
34 磐梯町体育協会 〒９６９－３３０１ 磐梯町大字磐梯字仁渡１０１８ 磐梯町教育課生涯学習係内 ０２４２－７３－２０１７
35 猪苗代町体育協会 〒９６９－３１２３ 猪苗代町字鶴田１４１－１ 猪苗代町生涯学習課社会体育係内 ０２４２－７２－０１８０
36 会津坂下町体育協会 〒９６９－６５４５ 会津坂下町字五反田１３１０－３ 中央公民館内 ０２４２－８３－３０１０
37 湯川村体育協会 〒９６９－３５４４ 湯川村清水田字長瀞１７ ０２４１－２７－４１０７
38 柳津町体育協会 〒９６９－７２０１ 柳津町大字柳津字下平乙２４２－２ ０２４１－４２－３５１１
39 三島町体育協会 〒９６９－７５１１ 三島町大字宮下字宮下３５０ ０２４１－４８－５５９９
40 金山町体育協会 〒９６８－００１１ 金山町大字川口字谷地３９３ ０２４１－５４－５３６１
41 昭和村体育協会 〒９６８－０１０３ 昭和村大字下中津川字住吉４１５ ０２４１－５７－２１１４
42 会津美里町体育協会 〒９６９－６２００ 会津美里町字新布才地１ ０２４２－５５－０３４４
43 南会津町体育協会 〒９６７－０００６ 南会津町永田字枇杷影２ ０２４１－６２－２４４２
44 下郷町体育協会 〒９６９－５３４５ 下郷町大字塩生字大石１０００ ０２４１－６９－１１６８
45 檜枝岐村体育協会 〒９６７－０５２５ 檜枝岐村字下ノ原８８７－２ ０２４１－７５－２３４２
46 只見町体育協会 〒９６８－０４２１ 只見町大字只見字町下２５９１－３０ ０２４１－８２－５３２０
47 相馬市体育協会 〒９７６－００４２ 相馬市中村字北町５５－１ ０２４４－３３－５７２４
48 南相馬市体育協会 〒９７９－２３９２ 南相馬市鹿島区西町１－１ ０２４４－４６－２１２４
49 NPO法人広野みかんクラブ 〒９７９－０４０８ 広野町中央台１－１ ０２４０－２７－１２３４
50 （一社）楢葉町スポーツ協会 〒９７９－０６０５ 双葉郡楢葉町大字大谷字上ノ原１６ ０２４０－２６－００７６
51 富岡町教育委員会 〒９７９－１１１１ 双葉郡富岡町小浜４８１ ０２４０－２２－２６９０
52 川内村体育協会 〒９７９－１２０１ 川内村大字上川内字小山平１５ 川内村教育課生涯学習係内 ０２４０－３８－３８０６
53 大熊町体育協会 〒９７９－１３０６ 大熊町大字大川原字南平１７１７ ０２４０－２３－７１９４
54 双葉町体育協会 〒９７４－８２６１ いわき市植田町中央一丁目１６－１３　エムケービル２Ｆ ０２４６－８４－５２１０
55 浪江町体育協会 〒９７９－１５３１ 浪江町大字権現堂字下馬洗田５－２ ０２４０－３４－３９４１
56 葛尾村体育協会 〒９７９－１６０２ 葛尾村大字落合字落合１６ ０２４０－２９－２００８
57 新地町体育協会 〒９７９－２７０２ 新地町谷地小屋字樋掛田４０‐１ 新地町公民館内 ０２４４－６２－２０８５
58 いいたてスポーツクラブ 〒９６０－１８０３ 飯舘村伊丹沢字山田３８０ いいたてスポーツ公園管理棟内 ０２４４－４２－０１５２
59 いわき市体育協会 〒９７０－８６８６ いわき市平字梅本２１ ０２４６－２２－７５５３

令和３年度　各地域連合及び市町村体育・スポーツ協会事務局一覧　　




