
流　会　派　名 氏　　名 郵便番号 住　　　　　　　　　　所

1 沖縄剛柔流空手道協会　　　比知屋道場 又　吉　　忠 903-0804 那覇市首里石嶺町 3ｰ180ｰ33

2        〃　　　　　　嶺井道場 嶺　井　南　康 901-1414 佐敷町字津波古 228

3        〃　　　　　　新垣道場 新　垣　良　伸 902-0068 那覇市真嘉比 1-13-7

4        〃　　　　　　仲宗根道場 仲宗根　計　吉 902-0062 那覇市松川 ３７２－４

5        〃　　　　　　研修館 照　屋　幸　栄 901-0152 那覇市小禄 ６９３

6        〃　　　　　　喜久川道場 喜久川　政　成 901-1303 与那原町字与那原1188-1

7 　　　〃　　　　　　当蔵空手道場 嵩　西　昌　利 903-0812 那覇市首里当蔵町2-27-14

8        〃　　　　　　拳秀館 上　地　拳　王 907-0021 石垣市名蔵２４３－２

9        〃　　　　　　生盛道場 生　盛　方　栄 907-0001 石垣市字大浜92ｰ3

10        〃　　　　　　拳誠館 山　城　一　人 907-0011 石垣市八島町２丁目１１－１３

11 　　　〃　　　　　　エーススポーツクラブ 阿賀嶺　久美子 901-0201 豊見城市真玉橋131-9 エーススポーツクラブ

12 　　　〃　　　　　　沖縄空手研究所 嘉手苅　徹 903-0804 那覇市首里石嶺町 3-90-5

13 　　　〃　　　　　　正武館　上原空手道場 上　原　正　也 901-0156 那覇市田原 1-9-6

14 沖縄小林流空手道協会    志道館本部      真喜志　　実 902-0075 那覇市国場２９１－５　小林流志道館本部道場

15 　　　 〃　　　　　　琉武館 石　川　　健 900-0033 那覇市久米2-31-1　マリーナ・ヴィスタ６Ｆ 

16        〃　　　　　　宮城空手道場 宮　城　　驍 901-2133 浦添市城間3ｰ7ｰ14

17        〃　　　　　　志道館島袋道場 島　袋　嘉　盛 901-2121 浦添市内間 5-1-14

18        〃　　　　　　武聖館知名道場 牧　志　宗　英 903-0804 那覇市首里石嶺町 4-95-1

19        〃　　　　　　仲西空手道場 仲　西　　豊 901-2121 浦添市内間2-18-2 B-302

20        〃　　　　　　志道館無聾塾 真栄城　守　信 902-0076 那覇市与儀1-22-16

21        〃　　　　　　志道館比嘉道場 比　嘉　育　哉 903-0116 西原町翁長504－5　グリーンコート仲宗根402

22        〃　　　　　　守武館上間道場 上　間　　建 903-0805 那覇市首里鳥堀町2ｰ24ｰ1

23        〃　　　　　　昭武館 大　城　　功 904-0304 読谷村楚辺1395ｰ73

24        〃　　　　　　志道館西原城間道場 城　間　明　昌 903-0126 西原町字棚原65

25        〃　　　　　　志道館普久原道場 普久原　朝　富 900-0003 那覇市安謝1－1－24

26        〃　　　　　　末吉空手道場 比　嘉　盛　久 903-0801 那覇市首里末吉町2ｰ119

27        〃　　　　　　武聖館宮城道場 宮　城　　修 903-0803 那覇市首里平良町1ｰ74

28        〃　　　　　　武聖館比嘉道場 比　嘉　盛　一 903-0112 西原町字我謝241ｰ80

29        〃　　　　　　志道館玉城道場 玉　城　　孝 903-0111 西原町字与那城３４５－１

30        〃　　　　　　古波蔵空手道場 古波蔵  正　一 901-2133 浦添市城間1丁目３７－１７

31        〃　　　　　　新里空手道場 新  里  健  三 904-2244 うるま市江洲318-A　
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32        〃　　　　　　武聖館テルヤ道場 照　屋　　建 903-0804 那覇市首里石嶺２－１２

33        〃　　　　　　志道館耐道場 比　嘉　昌　一 903-0805 那覇市首里鳥堀４－１１２

34        〃　　　　　　武聖館牧志道場 瑞慶覧　長　美 900-0013 那覇市牧志２丁目２２－８

35        〃　　　　　　志道館コザ空手道場 比  嘉　　勲 904-2154 沖縄市東１－１２－２０

36        〃　　　　　　伊祖武芸館 津 　波　　清 901-2132 浦添市伊祖４－１－１６

37        〃　　　　　　守武館照屋道場 照  屋  雅  浩 900-0013 那覇市牧志１－６－５ 　　502号

38        〃　　　　　　渡久山空手道場 渡久山　盛　要 901-2111 浦添市経塚９０

39        〃　　　　　　守武館禅空道場 仲　里　秀　雄 901-1105 南風原町字新川１４１－２

40        〃　　　　　　志道館誠塾 津　森　　薫 900-0014 那覇市松尾１－１１－１８

41        〃　　　　　　武聖館玉那覇道場 玉那覇　和　男 901-0303 糸満市字兼城２７４－５

42        〃　　　　　　志道館喜屋武道場 喜屋武　　敦 905-0214 本部町字渡久地２８６－８

43        〃　　　　　　武聖館吉本道場 吉 本　せつ子 901-3137 久米島町字山里７６

44        〃　　　　　　松門道場 松　門　　正 901-2227 宜野湾市字宇地泊 175

45        〃　　　　　　昭武館屋宜道場 屋　宜　　實 904-0316 読谷村大木 125-1

46 世界松林空手道連盟 浦添市部　興道館 平　良　慶　孝 901-2122 浦添市勢理客2ｰ19ｰ19

47        〃　　　　　　　　　　大里支部　興道館 新　垣　敏　光 902-0078 那覇市識名1114-2

48        〃　　　　　　　　　　豊見城支部　興道館 當　銘　岩　雄 901-0222 豊見城市字渡橋名58

49        〃　　　　　　　　　　大里北支部　興道館 新　里　昌　雄 901-1201 南城市大里字嶺井512-37

50        〃　　　　　　　　　　真嘉比支部　興道館 宮　城　次　夫 902-0068 那覇市真嘉比２丁目２１－１６

51        〃　　　　　　　　　　糸満市部　興道館 賀　数　　淳 901-0305 糸満市西崎２丁目１７－８

52        〃　　　　　　　　　　那覇支部　興道館 眞喜志　哲　雄 900-0016 那覇市前島1-5-6

53 上地流空手道拳優会　新城塾 新　城　清　秀 904-0315 読谷村字渡具知１１９－２

54       〃　　　　津嘉山塾 津嘉山　聖　太 904-0105 北谷町字吉原９３０－１

55 　　 〃　　　　成博塾 新　城　成　博 901-2214 宜野湾市我如古１－２５－８　丸一マンション３０５

56 　　 〃　　　　神谷塾 神　谷　幸　弘　 901-1502 南城市知念安座真１６１

57 　　 〃　　　　嘉手納航空隊支部 金　城　　勲 904-0416 恩納村字山田２７１５－７

58       〃　　　　松崎塾 松  崎  賀  充 904-0402 恩納村字安富祖１２４２

59       〃　　　　比嘉塾 比　嘉　　進 903-0801 那覇市首里末吉町4-4-2

60 沖縄劉衛流空手・古武道龍鳳会　松田屋我地龍鳳館 松  田　　猛 905-1635 名護市済井出２８３

61        〃  　　利根名護龍鳳館 利  根  久  博 905-0011 名護市字宮里３－９－２３

62        〃  　　たまき安和龍鳳館 玉  城  京  子 905-0002 名護市勝山１１７８

63        〃  　　大城羽地龍鳳館 大　城　辰　也 905-1152 名護市伊佐川５６７

64        〃  　　香織那覇龍鳳館 佐和田 香  織 901-2121 浦添市内間２－６－１５　エステートたまき４０１



65        〃  　　アミークス空手クラブ 佐和田 香  織 901-2121 浦添市内間２－６－１５　エステートたまき４０１

66        〃  　　あずさ浦添龍鳳館 豊見城　あずさ 901-2131 浦添市牧港２－５２－１　３０１

67        〃  　　木村首里龍鳳館 木  村  竜  仁 901-2134 浦添市港川2-24-14  ライオンズマンション港川第３　１００３号

68        〃  　　石川龍鳳館 清　水　由　佳 902-0068 那覇市字真嘉比120-2 コーポ川平4-B

69        〃  　　上村龍鳳館 上　村　拓　也　 901-0155 那覇市金城　５－3－1　エミュランス３０３

70        〃  　　清水那覇龍鳳館 清　水　由　佳 902-0068 那覇市字真嘉比120-2 コーポ川平4-B

71        〃  　　喜友名大里龍鳳館 喜友名　　諒 904-2161 沖縄市古謝 2-22-47

72        〃  　　金城山内龍鳳館 金　城　　新 904-0023 沖縄市久保田1-8-3 久保田マンション402号

73 少林流松村正統 喜　納　政　順 901-1414 南城市佐敷津波古 1074－43 下地清隆様方

74 本部御殿手空手古武道 上　原　健　志 901-2225 宜野湾市大謝名 5-7-6

75 沖縄本部御殿手空手古武道　真武館 諸見里　真　助 901-2125 浦添市仲西１－１６－１８

76 沖縄伝統古武道　文武館 仲　本　政　博 903-0805 那覇市首里鳥堀町3-55

77 少林流秀道館与那嶺道場 与那嶺　正　雄 904-2141 沖縄市池原２－１６－１４

78 少林流正道館 崎　山　　博 904-2203 うるま市字川崎３６１番地

79 八重瀬松濤館 安　由喜雄 901-0401 八重瀬町東風平326-18

80 海邦塾 翁　長　智恵子 903-0804 那覇市首里石嶺町2-136 ｺｰﾎﾟ城間C-5

81 池原空手道場 池　原　英　樹 904-1201 金武町金武77

82 小林流武徳館 儀　武　　誠 901-2132 浦添市伊祖2ｰ1ｰ10 201号

83 小林流武徳館 太悟道場 島　袋　太　悟 901-2201 宜野湾市新城1-8-1

84 上地流仲真修武館 仲　真　良　輝 901-2205 宜野湾市赤道2-4-5

85 沖縄上地流保存会本部 金　城　政　和 903-0807 那覇市首里久場川町２－９６　３棟５０６号

86 上地流琉球古武道小禄後原修武館 東　江　三　和 901-0152 那覇市小禄414－4  3F

87 上地流空手道南風守礼館 島　袋　　淳 904-2311 うるま市勝連南風原26

88 沖縄剛柔流秀武館 城間道場 城　間　富　秀 903-0118 西原町字小波津358-9

89 光道館 又　吉　　靖 900-0023 那覇市楚辺1-11-15

90 上地流空手道・琉球古武道　琉志会 長　嶺　朝一郎 900-0003 那覇市安謝272‐1 　花岡様方　上地流琉志会安謝修武館

91 沖縄松濤館春田道場 春　田　憲　佑 901-1103 南風原町与那覇１７８－３

92 剛柔流仲本塾 仲  本  雄  一 901-0223 豊見城市字翁長854-2  402号

93 青峰塾 玉代勢　　強 901-2133 浦添市城間４－１４－１（２Ｆ）

94 沖縄空手道拳法会拳龍同志会 新　城  孝　弘　 904-2153 沖縄市美里１－６－１２

95 沖縄空手道拳法会拳龍同志会　泡瀬道場 中　根　建　志 904-2171 沖縄市高原 1-8-10　2Ｆ

96 沖縄拳法陽明館壺川道場 善　平　浩　次 900-0023 那覇市楚辺１－２－４７

97 うるま空手スクール 天　願　一　馬 904-2236 うるま市喜仲２－２１－１０　　２Ｆ



98 うるま空手スクール　昇獅道場 友　杉　樹　姫 904-2223 うるま市具志川 377番地

99 首里少林流円武館名護 平　良　英　世 905-1147 名護市田井等628-8 

100 上地流成道館 仲　嶺　　亨 907-0002 石垣市真栄里２０４－２７６

101 上地流八重山修武館 新　崎　昌　治 907-0004 石垣市登野城７８１－１２

102 泡瀬水明館 桃　原　慶　長 904-2172 沖縄市泡瀬３－４１－２１

103 金城親雲上流 金　城　栄　喜 901-2131 浦添市牧港2丁目17番1号

104 琉球古武道琉棍会守道館総本部 伊　波　光　忠 904-2213 うるま市田場１８１６－２

105 沖縄船越少林流空手・古武道協会　清流館 宮　里　幸　助 901-2121 浦添市内間3-25-12

106 　　　〃 宮　里　栄　助 901-2121 浦添市内間３－１１－１０－１０１

107 　　　〃 堀　川　久　美 903-0816 那覇市首里真和志町１－１６

108 　　　〃 熱　田　　勇 901-1204 南城市稲嶺2234－27

109 　　　〃 島　袋　秀　信 900-0005 那覇市天久866　高田天久マンションB-101 

110 　　　〃 小　林　美奈子 901-2213 宜野湾市志真志1-20-7  3F

111 　　　〃 小　渡　陽　元 902-0078 那覇市識名1-19-28

112 金城空手教室 宮　國　照　敏 901-0155 那覇市田原262－4

113 宮古空手道連盟　濱川空手道場 濱  川  義  夫 906-0512 宮古島市伊良部字池間添６４４－２

114 沖縄松檮会 立  津  明  長 900-0029 豊見城市根差部３７５－３

115 空手道宮城塾 宮　城　敏　也 903-0801 那覇市首里末吉町２－８９

116 康寧塾 長　堂　益　丈 901-2223 宜野湾市大山４－１２－２４

117 剛柔流心治館 當　山　　敏 904-2172 沖縄市泡瀬３－４７－１５  3F

118 糸洲流武當館 當　銘　正　昭 907-0024 石垣市新川１５５－７

119 剛柔流拳武館 真　地  利　信 901-0302 糸満市字潮平１７０－１

120 上地流普天間修武館 高　良　一　也 901-2203 宜野湾市野嵩1丁目49－11

121 空手道凜道場 仲村渠　ゆかり 901-1207 南城市大里字古堅３０３－１

122 少林流正道館空手道協会金武道場 伊　藝　　武 904-1201 金武町字金武10182-4

123 古武道守礼之邦 伊　敷　秀　忠 901-0612 南城市玉城字當山88-105

124 琉球武術研究同友会 大　城　利　弘 901-0201 豊見城市真玉橋 2４５-６　Ｆステージとよみ401

125 具志空手クラブ 上　原　公　徳 901-0233 那覇市具志2-23-20

126 谷派糸東流拳法空手道修交会日本虎風館多良間支部 佐久本　宏　実 906-0601 宮古郡多良間村字塩川419

127 和道会瑞空塾沖縄県本部 可　部　裕　文 906-0015 宮古島市平良字久貝 906-3

128 沖縄空手道小林流大信館本部道場 大　城　信　子 901-2102 浦添市前田 567-1


