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競技

（財）サッカー協会

カヌー協会 石和田　崇 北澤　ひとみ 世良田　淳

ボート協会 所属 とみよし調剤薬局 所属 西伯病院 所属 ウェルネス薬局　米原6丁目店

アマチュアボクシング協会 住所 西伯郡日吉津村大字日吉津1417-1 住所 西伯郡南部町倭397 住所 米子市米原6-6-6

℡＆fax 0859-39-3250 0859-39-3240 ℡＆fax TEL 0859-66-2211 0859-66-4012 ℡＆fax 0859-39-1115 0859-39-1125

ソフトテニス連盟

軟式野球連盟 池田　望 島田　孝治 前田　拓馬

バドミントン協会 所属 西部薬局 所属 アール薬局東福原店 所属 はなまる薬局

ライフル射撃協会 住所 米子市車尾4-13-24 住所 米子市東福原6-5-6 住所 鳥取市南吉方3-514-3

テニス協会 ℡＆fax 0859-35-0778 0859-35-9721 ℡＆fax 0859-46-0711 0859-46-0712 ℡＆fax 0857-30-5120 0857-30-5122

相撲連盟

剣道連盟 大村　匡由 米田　栄子 足立　満実子

自転車競技連盟 所属 大村薬局　城北店 所属 鳥取赤十字病院 所属 なべや薬局明治町店

柔道連盟 住所 鳥取市田島737 住所 鳥取市尚徳町117 住所 境港市明治町17-1

トライアスロン ℡＆fax
0857-21-1999
携帯09031749378

0857-23-1999 ℡＆fax 0857-24-8111 0857-24-5794 ℡＆fax 0859-21-0400 0859-47-0789

フェンシング協会

スキー連盟 永井　勝正 安達　真紀子 土井　博司

セーリング連盟 所属 ナガイ薬局　境港店 所属 所属 すみれ薬局

銃剣道連盟 住所 境港市米川町286 住所 住所 米子市博労町3-83-1

なぎなた連盟 ℡＆fax 0859-42-5058 0859-42-5078 ℡＆fax 0859‐33‐1111 ℡＆fax 0859-21-3001 0859-21-3002

（財）水泳連盟

アーチェリー協会 徳吉　早苗 門脇　正明 平岡　秀夫

鳥取陸上競技協会 所属 徳吉薬局　日赤前 所属 ローリエ薬局　安倍店 所属 福生薬局

馬術連盟 住所 鳥取市尚徳町114-15 住所 米子市安倍526-3 住所 米子市皆生3-6-1

空手道連盟 ℡＆fax
0857-51-1822
携帯090-7965-4541

0857-51-0380 ℡＆fax 0859-21-5534 0859-21-5535 ℡＆fax 0859-46-0130 050-3606-2250

バスケットボール協会

ウェイトリフティング協会 徳吉　雄三 エンライト　千恵 長谷川　一将

レスリング協会 所属 徳吉薬局　日赤前 所属 鳥取県立中央病院 所属 大崎薬局

体操協会 住所 鳥取市尚徳町114-15 住所 鳥取市江津７３０ 住所 米子市大崎1242

弓道連盟 ℡＆fax
0857-51-1822
携帯090-2293-2808

0857-51-0380 ℡＆fax 0857-26-2271 0857-21-8439 ℡＆fax 0859-48-2211 0859-48-2212

スケート連盟

ハンドボール協会 中福　優子 真壁　寿広 門脇　美智子

ソフトボール協会 所属 ウェルネス薬局　境港店 所属 トミヤ調剤薬局 所属

バレーボール協会 住所 境港市蓮池町92-1 住所 日野郡日野町野田317-6 住所

℡＆fax
0859-21-2766
休日転送あり

0859-21-2767 ℡＆fax
0859-72-1717
休日転送あり

0859-72-2255 ℡＆fax 0859-21-9012

ホッケー協会

クレー射撃協会 上原　隆 西村　俊広 加藤　美加

ボウリング連盟 所属 かも調剤薬局 所属 にしむら薬局　郡家店 所属 加藤調剤薬局

アイスホッケー連盟 住所 米子市両三柳1890-2 住所 八頭郡八頭町奥谷135-4 住所 倉吉市山根531-4

ゴルフ協会 ℡＆fax
0859-30-0888
携帯09077701959

0859-30-0889 ℡＆fax 0858-72-1230 0858-72-1357 ℡＆fax 0858-26-6565 0858-26-8178

障碍者スポーツ協会

ラグビー・フットボール協会 西村　清孝 森本　聡 國森　遵司

ペタンク 所属 鳥取赤十字病院 所属 徳吉薬局しかの 所属 徳吉薬局　市役所前

バウンドテニス 住所 鳥取市尚徳町117 住所 鳥取市鹿野町鹿野1092-1 住所 鳥取市幸町95-2

℡＆fax
0857-24-8111
携帯080-42695534

0857-24-5794 ℡＆fax 0857-84-1201 0857-84-1202 ℡＆fax 0857-30-5963 0857-30-5962

山岳協会

サーフィン協会 小林 康治 福山　詔子 米田　瑞希

スケートボード協会 所属 小林薬局薬局マロニエ店 所属 野島病院 所属 小鴨薬局　昭和店

BMX 住所 倉吉市昭和町１丁目25-1 住所 倉吉市瀬崎町2714-1 住所 倉吉市昭和町2-1

卓球連盟 ℡＆fax
0858-23-1233
携帯08019022056

0858-23-1236 ℡＆fax 0858-22-6231 0858-22-6843 ℡＆fax 0858-22-6711 0858-22-6741

ローリエ薬局　角盤店

米子市角盤町4-99

公認スポーツファーマシスト　競技団体担当者一覧表 2022

メイン担当者 サブ担当者 サブ担当者

鳥取大学医学部付属病院

米子市西町36－1


