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募集パンフレット配布施設一覧

■大分県

ヒマラヤ中津店 中津市大字宮夫223-1 0979-26-1565

国東スポーツ 国東市国東町鶴川1889-6 0978-72-0311

国見生涯学習センターみんなんかん 国東市国見町伊美2300番地1 0978-82-1115

くにさき総合文化センター 国東市国東町鶴川160番地2 0978-72-2121

観光課（国東市サイクリングターミナル） 国東市国東町小原2662番地1 0978-72-5168

国東市武蔵総合支所 国東市武蔵町古市684番地 0978-68-1111

国東市安岐総合支所 国東市安岐町中園100番地 0978-67-1111

三光スポーツ 杵築市大字南杵築1741-10 0978-62-5442

トップスポーツ別府店 別府市東荘園4丁目3 0977-24-1588

ＲＵＮ 別府市青山町10-23 0977-23-4471

別府市総合体育館 別府市青山町8番37号 0977-21-2323

野口原総合運動場 別府市大字別府3088番地-9 0977-22-0535

スポーツフジワラ 別府市石垣東8-5-17-1F 0977-21-9393

コンパルホール 大分市府内町1丁目5番38号 097-538-3700

スポーツ・ジョイ 大分市荷揚町1-28 097-537-1210

スポーツオーソリティ パークプレイス大分 大分市公園通り西2-1 ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分 097-528-7667

大分市南大分体育館 大分市豊饒380番地 097-546-7010

大分県立総合体育館 大分市青葉町1-1 大洲総合公園 097-551-1511

大分市陸上競技場 大分市西浜1-1 097-558-0613

スーパースポーツゼビオ 大分店 大分市光吉382番1 097-554-6776

スポーツデポ 大分店 大分市玉沢755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内 097-542-7910

トキワスポーツ売り場 大分市府内町2-1-4 097-538-1111

臼杵スポーツ 臼杵市大字臼杵祇園西10 0972-62-4760

有限会社スポーツショップナカガワ 津久見市中央町26-13 0972-82-1330

アルペン佐伯店 佐伯市鶴岡西町1-166 0972-22-5277

タテヤマスポーツ 佐伯市中の島2-6-4 0972-23-0405

有限会社アオバヤスポーツ 佐伯市中の島2-8-11 0972-22-0350

ヨシダスポーツ 佐伯市中村東町8-37 0972-22-1935

イヅミヤスポーツ 豊後大野市三重町 市場1300 0974-22-0031

スエヒロスポーツ 豊後大野市三重町 市場425-1 0974-22-6911
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ウィンダム・スポーツ・サンセイ 由布市湯布院町 川上3725-7 0977-84-2415

ハヤシスポーツ 竹田市大字竹田町368 0974-63-2312

セブンスポーツ 竹田市大字竹田町517 0974-63-2404

サガラスポーツ株式会社 日田市三本松1-4-48 0973-24-3663

ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 日田店 日田市大字渡里33-3 0973-22-0200

玖珠センタースポーツ丸菊 玖珠郡玖珠町大字塚脇180-1 0973-72-4404

太陽スポーツ 玖珠郡玖珠町大字帆足４５５ 0973-72-2627

■福岡県

スポーツデポ 小倉東インター店 北九州市小倉南区上葛原2-18-17 093-951-3633

スーパースポーツゼビオ小倉東インター店 北九州市南区上葛原1丁目17-1 093-932-1220

スーパースポーツゼビオﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州店 小倉北区室町1-1-1ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州3階 093-562-6851

スポーツオーソリティ戸畑店 戸畑区汐井町2-2ｲｵﾝ戸畑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 093-873-6011

スポーツデポ スペースワールド駅前店 北九州市八幡東区東田2-3-9 093-671-0600

スーパースポーツゼビオ イオンタウン黒崎店 八幡西区西曲里町3-1ｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎2階 093-644-7778

スポーツオーソリティ若松店 若松区二島1-3-1ｲｵﾝ若松ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 093-772-2211

スポーツオーソリティ 福岡店 糟屋郡粕屋町酒殿192-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ１Ｆ 092-938-2330

スポーツオーソリティ イオンモール福津店 福津市793(福間駅東100街区1地）2F 0940-38-5031

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフくりえいと宗像店 宗像市くりえいと2-1-1 0940-32-7661

スポーツオーソリティ天神ビブレ 福岡市中央区天神1-11-1天神ビブレ4Ｆ 092-717-5466

ランザローテ 福岡市中央区大手門3-1-8-1F 092-724-0233

ゼビオスポーツエクスプレス博多マルイ店 福岡市博多区博多駅中央街9番1号 7階 092-432-8010

スーパースポーツゼビオｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多店 博多区住吉1-2-74ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多ｻｳｽﾋﾞﾙ3F 092-283-8520

スーパースポーツゼビオゆめﾀｳﾝ博多店 福岡市東区東浜1-1-1 092-643-9060

スポーツデポ 福岡香椎店 福岡市東区香椎団地1-20 092-662-2900

スポーツデポ マリノアシティ福岡店 福岡市西区小戸2-12-30 092-884-3312

ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ 福岡木の葉ﾓｰﾙ橋本店 福岡市西区橋本2-27-2木の葉ﾓｰﾙ橋本2F 092-811-8290

スポーツオーソリティ ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都店 福岡市西区北原1-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ別館１Ｆ 092-805-8585

スーパースポーツゼビオ 春日店 春日市春日5-51 092-595-5500

スポーツデポフォレストシティ春日白水店 春日市 星見ヶ丘6-63 092-595-5801
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スポーツオーソリティ乙金店 大野城市乙金3-23-1ｲｵﾝ乙金ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ 092-513-9900

スポーツデポ 大宰府インター店 大野城市御笠川2-18-5 092-504-5636

ムラサキスポーツ イオンモール筑紫野店 筑紫野市立明寺434-1 092-918-3291

スーパースポーツゼビオゆめタウン筑紫野店 筑紫野市針摺東3丁目1-18 092-918-6565

スポーツオーソリティ 直方店 直方市湯野原2-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ直方 0949-29-2510

スポーツデポ 久留米櫛原店 久留米市東櫛原町370-3 0942-35-8800

スーパースポーツゼビオゆめタウン久留米店 久留米市新合川1-3-30 0942-45-7456

スポーツオーソリティ 大牟田店 大牟田市岬町3-4 ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田１Ｆ 0944-41-0620

キタジマスポーツ 大牟田市新栄町16-3 0944-54-0872

有限会社フタバヤスポーツ 大牟田市三里町2-4-8 0944-53-6254

スーパースポーツゼビオゆめタウン大牟田店 大牟田市旭町2-28 0944-41-5566

ミツトミスポーツ草木本店 大牟田市草木1004-7 0944-51-3250

有限会社フタバヤスポーツ草木支店 大牟田市草木1022-1 0944-53-6266

スポーツオーソリティ 小郡店 小郡市大保110 ｲｵﾝ小郡 0942-41-7010

■佐賀県

スポーツデポ 佐賀店 佐賀市兵庫町西渕1922-1 0952-33-4130

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン佐賀店 佐賀市兵庫北5-14-1 0952-36-8220

コイケスポーツ株式会社 佐賀市駅前中央1-69 0952-23-2588

スポーツスタジアムトウヤ佐賀店 佐賀市水ヶ江2-1-12 0952-97-8313

ベストアメニティスタジアム 鳥栖市京町812 0942-81-1360

スポーツオーソリティー唐津店 唐津市鏡立神4671ｲｵﾝ唐津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ2F 0955-70-6251

スポーツデポ唐津店 唐津市和多田西山1-3 0955-72-1500

■長崎県

ハスポ長崎店 長崎市御船蔵町3-1 095-801-5689

ヒマラヤスポーツ南長崎店 長崎市磯道町37-5 ﾚｯﾄﾞｷｬﾍﾞﾂｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ南長崎２Ｆ 095-832-5067

グローバルスポーツ長崎店 長崎市元船町10-1-3 夢彩都３階 095-829-2828

コナミスポーツクラブ長崎 長崎市五島町5-38 095-832-2617
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ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 佐世保店 佐世保市大和町978-6 0956-27-8801

スポーツデポ 佐世保大塔インター店 佐世保市大塔町8-57 0956-34-5556

ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ佐世保藤原町店 佐世保市藤原町20番7号 0956-20-8500

マツバラスポーツ諫早アーケード店 諫早市本町4-1 0957-22-3420

千住スポーツ 諫早市上町3-15 0957-22-1071

ヒマラヤスポーツ 諫早店 諫早市長野町1596-1 0957-35-1570

スポーツデポ 諫早インター店 諫早市久山町2303－1 0957-26-8800

ヒマラヤスポーツ大村店 大村市幸町25-227 0957-54-6661

シーハット大村 大村市幸町25-33 0957-20-7200

スポーツデポ 長崎時津店 西彼杵郡時津町日並郷1320-109 095-881-0085

■熊本県

ベースボールショップドラフト 熊本市中央区出水1-5-44-101 096-364-1910

スーパースポーツゼビオ熊本本山店 熊本市中央区本山町143-4 096-361-1600

ハヤカワスポーツ館 上通本店 熊本市中央区上通町9-1 096-324-3700

スポーツスタジアムトウヤ世安店 熊本市中央区世安町127-1 096-366-8530

スポーツスタジアムトウヤ北熊本店 熊本市北区飛田4-2-40 096-345-0557

スポーツデポ 熊本インター店 熊本市東区神園1-1-5 096-388-6681

スポーツスタジアムトウヤ東海学園前店 熊本市東区渡鹿8-22-33 096-364-7580

スポーツスタジアムトウヤ新外店 熊本市東区新外1-1-1 096-365-1766

スポーツオーソリティーイオン八代店 八代市沖町６番3987-3 0965-39-5561

スポーツオーソリティー 熊本店 上益城郡嘉島町上島2232 096-235-6500

スポーツオーソリティー 西熊本店 熊本市南区上ノ郷2-16-1ｲｵﾝﾀｳﾝ西熊本 096-312-3711

スポーツオーソリティー COCOSA 熊本市中央区下通1丁目3番COCOSA 3F 096-278-8211

スポーツデポ 南熊本店 熊本市中央区南熊本3-5-1 096-362-7005

スポーツデポ 熊本インター店 熊本市東区神園1-1-5 096-388-6681

県営八代運動公園（野球場内） 八代市新港町4-1 0965-37-0006

スーパースポーツゼビオゆめタウン八代店 八代市建馬町3-1 0965-35-7033

ハヤカワスポーツ八代店 八代市本町1-7-33 0965-34-0555

スポーツスタジアムトウヤ八代店 八代市長田町石原3241-1 0965-31-1123
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オリンピアスポーツ 人吉市九日町12 0966-23-5131

扇スポーツ 水俣市大園町1-12-2 0966-63-8888

ハヤカワスポーツ 山鹿店 山鹿市方保田字鳥越3431-1 0968-32-0036

スポーツデポ 宇土店 宇土市水町50-1 0964-22-6711

スーパースポーツゼビオ熊本ゆめﾀｳﾝ光の森店 菊池郡菊陽町光の森7-39-1 096-233-2200

■宮崎県

スポーツデポ ニトリモール宮崎店 宮崎市源藤町東田454 0985-50-1301

メルヘンスポーツ宮崎 宮崎市清武町加納乙129 0985-84-1616

スーパースポーツゼビオ 宮崎店 宮崎市中村西3-4-14 0985-52-8085

スポーツオーソリティ 宮崎店 宮崎市新別府町江口862-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎内 0985-60-3890

スーパースポーツゼビオ 宮崎花ヶ島店 宮崎市花ヶ島町小物町2653 0985-61-6131

ヒマラヤスポーツ 都城店 都城市吉尾町135-1 0986-47-1901

スポーツデポ 都城店 都城市都北5740 0986-38-6711

エンジョイスポーツショップ とりはら 東諸県郡国富町本庄4846-16 0985-75-5755

ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 延岡店 延岡市別府町4405 0982-28-0111

スポーツデポ延岡多々良店 延岡市岡富町151 0982-21-3855

■鹿児島県

スポーツデポ スクエアモール鹿児島宇宿店 鹿児島市宇宿2丁目2番18号 099-250-001

スポーツデポ フレスポジャングルパーク店 鹿児島市与次郎1丁目11番1号 099-206-9001

スーパースポーツゼビオ オプシア鹿児島店 鹿児島市宇宿2丁目3番5号 099-812-7177

ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 出水店 出水市今釜町764 0996-64-8030

ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 薩摩川内店 薩摩川内市原田町14-1 0996-20-7040

ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 霧島隼人店 霧島市隼人町見次545 ｻﾝｷｭｰ隼人店1階 0995-64-2080

ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 鹿屋バイパス店 鹿屋市笠之原町2066-1 0994-40-6555

スポーツオーソリティーイオンタウン姶良店 姶良市東餅田336ｲｵﾝﾀｳﾝ姶良 東街区2F 0995-67-8686


