
団　　　　　体　　　　名 会長・支部長 担当者 電話番号 FAX※は電話兼用

● 北海道地方競馬装蹄師会 中川　智義 山　川 055-0008 北海道沙流郡日高町富川駒丘７６－１
01456-2-0907
090-9437-4081（甲斐様）

01456-2-0907　　※

● 北海道日高装蹄師会 門別　尚省 川上・早川 056-0002 北海道日高郡新ひだか町静内神森１７５－２　日高軽種馬農業協同組合内 0146-42-1200 0146-43-3464

★ 北海道牛削蹄師会 片山　正幸 江　口 060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1　北海道水産ﾋﾞﾙ4F　公益社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会内 011-642-4990 011-642-3243

● ★ 青森県装削蹄師会 高橋　鉄造
中村・
小笠原 039-2567 上北郡七戸町字鶴児平７２-１　青森県畜産農業協同組合連合会内 017-660-1070 017-660-1073

● 岩手競馬装蹄師会 及川　文一 同左 029-4503 胆沢郡金ヶ崎町西根縦街道北２１－４　及川文一様方 0197-44-3146 0197-44-3146　　※

● ★ 岩手県装削蹄師会　 嵯峨　美紀 北　村 020-0857 盛岡市北飯岡1丁目１０－５０　岩手県農業共済組合　家畜課内 019-601-7495 019-601-7690

● ★ 宮城県装削蹄師会 山崎　芳男
長江・山巻

・金谷 980-0011 仙台市青葉区上杉１－８－１０　宮城県農業共済組合　家畜部家畜課内 022-225-6781 022-262-6535

● ★ 秋田県装蹄師会 板垣　幸三 010-0001 秋田市中通３－４－５０　秋田県農業共済組合　家畜診療センター内　 家畜部 018-884-5225 018-835-8226

● 山形県装蹄師会 村岡　亨 同左 990-2161 山形市漆山３０５３－２　村岡　亨様方 023-684-2028 FAXなし

★ 山形県牛削蹄師会 栗田　利一 設　楽 994-8511 天童市小関１３３３番地　山形県農業協共済組合　家畜部家畜課内 023-656-8975 023-656-8980

● ★ 福島県装削蹄師会 中野目　正明 板　垣 960-8031 福島市栄町６番６号　NBFユニックスビル６Ｆ　福島県農業共済組合　家畜部家畜診療課 024-521-2713 024-523-5660

● 日本中央競馬装蹄師会 山田　正男 久　田 300-0415 稲敷郡美浦村大字美駒２５００　美浦トレーニング・センター馬診療所内 0298-85-3416 029-886-8090　　

● ★ 茨城県装削蹄師会 三部　正宏 同左 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥２３５２－１０４９　三部正宏様方 0299-46-5286 FAXなし

● ＮＡＲ教養センター装蹄師会 柴田　将史 同左 329-2807 那須塩原市接骨木４４３　地方競馬教養センター内 0287-36-5511 0287-36-5513

● 栃木県装蹄師会 藤田　忠美 同左 309-1101 茨城県筑西市小栗５８５６　藤田忠美様方 0296-57-2436 0296-57-2436　　※

★ 栃木県削蹄師会 佐藤　勇一 渡辺・久保居 321-0905 宇都宮市平出工業団地６－７　酪農とちぎ農業協同組合　業務部指導企画課内 028-660-2213 028-660-2129

● 群馬県装蹄師会 大川　浩二 同左 379-2234 群馬県伊勢崎市東小保方町4072 0270-62-5341 FAXなし

★ 群馬県牛削蹄師会 川口　賢一 同左 376-0132 桐生市新里町鶴ヶ谷４３８ 0277-74-0137 0277-74-0137　　※

★ 千葉県牛削蹄師会 秋山　昌男 髙　木 260-0031 千葉市中央区新千葉３－２－６　千葉県農業共済組合連合会　家畜部診療課内 043-245-7454 043-247-0895

● ＪＲＡ装蹄師会 上野　政人 同左 520-3085 滋賀県栗東市１０２８　栗東トレーニングセンター競走馬診療所 077-558-0038 077-558-0038

● 南関東競走馬装蹄師会 加藤　清 北島・深水 140-0012 品川区勝島２－２－３４ 03-3765-9386 03-3765-9386　　※

★ 神奈川県牛削蹄師会 伊藤　昌範 同左 254-0814 平塚市龍城ヶ丘６－３２－３　伊藤昌範様方 090-6937-0498 FAXなし

● 金沢競馬場装蹄師会 麻生　秀信 同左 920-3104 石川県金沢市八田町東６０７　麻生秀信様方 090-3296-6478 076-257-6949

● 関東装蹄師会 藤平　克彦 平　野 340-0211 埼玉県久喜市上内１６９５－５　平野大純様方 0480-53-4675 0480-53-4675　　※

● ★ 長野県装削蹄師会 畠山　辰男 太　田 399-4604 長野県上伊那郡箕輪町福与２０１　太田克様方 026-570-9898 026-570-9898　　※

● 笠松競馬場装蹄師会 岩崎　幸広 市　橋 501-6036 羽島郡笠松町若葉町１２　岐阜県地方競馬組合 058-387-3601 058-387-7245

★ 岐阜県牛削蹄師会 藤村　和矢 山田・入江 500-8385 岐阜県岐阜市奈良２－２－１　福祉農業会館内　一般社団法人岐阜県畜産協会　内 058-273-9205 058-278-0068

★ 静岡県牛削蹄師会 小池　猛 岡　尾 420-0839 静岡市葵区鷹匠二丁目１５番１３号　静岡県農業共済組合内 0542-51-3511 054-255-0741

● 名古屋競馬場装蹄師会 小森　貴幸 同左 498-0065 愛知県弥富市駒野町１番地 0567-69-7282 FAXなし

★ 三重県牛削蹄師会 道坂　浩樹 井　上 515-0835 三重県松阪市日丘町１３９８－８８　井上幸彦様方 090-4794-1267 FAXなし

● 滋賀県装蹄師会 二社谷　聡 鷲　尾 520-3005 滋賀県栗東市御園１０２８　競走馬診療所装蹄室 077-552-5528 FAXなし

● 中部・近畿装蹄師会 浅川　信正 中　埜 593-8316 大阪府堺市西区山田１丁目１０８３　中埜勇三様方 0722-71-8778 0722-71-8778　　※

● クレイン装蹄師会 佐藤　努 同左 583-0867 大阪府羽曳野市河原城９９１　（株）乗馬クラブクレイン内 0723-62-3241 072-362-6769

● 兵庫県装蹄師会 上村　勇次 同左 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川７６６－１４　上村勇次様方 090-4905-1577 079-252-5881

★ 鳥取県削蹄師会 中島　忠博 渡　部 684-0063 鳥取県境港市誠道町２１８番地　市営夕顔団地７Ａ棟１１号　渡部　純様方 0859-45-7023 0859-45-7023　　※

● ★ 岡山県装削蹄師会 平井　計行 江　草 703-8265 岡山市中区倉田４３６番地２　ＮＯＳＡＩ岡山（岡山県農業共済組合) 086-277-5539 086-276-1412

● 西日本装蹄師会 北川　敦教 同左 780-8028 高知県高知市北高見町４６－４ 080-1992-7168 FAXなし

● ★ 広島県装削蹄師協会 元石　晴久 元　石 727-0114 広島県庄原市口和町永田６５８－１　元石晴久様方 0824-89-2523 0824-89-2523    ※

● ★ 山口県装削蹄師会 村田　雅史 久　光 754-0042 山口市小郡長谷一丁目３番３号　山口県農業共済組合　家畜課内 083-972-7500 083-972-1811

● ★ 福岡県装蹄師会 田中　憲治 川　村 810-0042 福岡市中央区赤坂１－４－２９　公益社団法人　福岡県獣医師会内 092-751-4749 092-751-4751

● 佐賀県装蹄師会 永田　鉄馬 同左 840-1105 佐賀県三養基郡みやき町大字寄人９２０－２　永田鉄馬様方 0942-96-2286 0942-96-2286

★ 長崎県牛削蹄師会 武藤　通孝 清水・平山 856-0029 大村市池田新町８３６－４　武藤通孝様方 0957-53-4710 0957-53-4710　　※

● ★ 熊本県装蹄師会 有働　誠志 同左 861-3914 上益城郡山都町花上１３４４－１ 090-2398-1627 0967-85-0222　　※

★ 大分県削蹄師会 渡辺　文夫 日高・神崎 870-0822 大分市大道町３－１－１　大分県農業共済組合　事業部 097-544-8110 097-544-8242

★ 宮崎県牛削蹄師会 宮窪　悦男 日高・谷口 880-0877 宮崎県宮崎市宮脇町１１８番　宮崎県農業共済組合　家畜保険課内 0985-27-4291 0985-23-9636

● 南九州装蹄師会 加藤　好則 同左 893-0016 鹿屋市白崎町１７－４７　加藤好則様方 0994-41-8117 0994-41-8117　　※

★ 沖縄県牛削蹄師会 久高　唯志 知　念 900-0024
那覇市古波蔵１丁目２４番２７号　沖縄畜産振興支援ｾﾝﾀｰ３階
沖縄県農業共済組合　家畜部内

098-833-8133 098-833-8221

●は装蹄師、★は牛削蹄師　　●★は装蹄師、牛削蹄師ともに入会可能

099-255-6161 099-255-6190

令和4年10月11日現在

公益社団法人日本装削蹄協会　正会員一覧

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所

正会員数 ： 48

★ 鹿児島県牛削蹄師会 宮瀬　久志
下柿元
・岩下

890-0064
鹿児島市鴨池新町１２－４
鹿児島県農業共済組合連合会内


