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2016
大 和太極拳フェスタ
２０１６年９月１９日（月・祝）
大和スポーツセンター 第１体育室
主催

大和市太極拳協会

スケジュール
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１２：１０
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１４：５０
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開 会 式
■開会挨拶
佐藤 衛
大会会長
体験講習会
総合太極拳
４２式太極剣
陳式太極拳
呉式太極拳
４８式太極拳
楊式太極拳
太極拳推手
全体写真撮影
昼休み
クラブ／チーム表演
1. オーロラクラブ
2. つきみ野太極拳クラブ
3. やわらぎ会
4. 大和太極拳同好会
5. つきみ野拳周会
6. 下鶴間太極拳クラブ
7. 下福青空会・深見ゆりクラブ
8. 渋谷太極拳クラブ
9. 有輪会（下和田・柳橋太極拳）
10. 林間拳龍会
11. 太極拳十二・武徳の仲間たち
12. 中会館太極拳クラブ
13. 大和孔拳会
14. 中林拳周会
15. 西鶴間太極拳クラブ
16. 南林間太極拳クラブ
17. 林間太極拳クラブ
18. 中央林間太極拳クラブ
19. 桜丘太極拳クラブ
20. サイレントフラッシュ
休憩
種目別表演
21. 入門太極拳・初級太極拳
22. ３２式太極剣
23. 呉式太極拳 規定４５式
24. ４８式太極拳
25. 陳式太極拳（陳式単剣・老架一路自選）
26. ４２式総合太極拳
27. 伝統楊式 傳氏２８式
28. カンフー体操１，２
29. ４２式太極剣
30. ２４式太極拳
閉 会 式
■閉会挨拶
椎名 功
大和市太極拳協会理事長
1

体験講習会
総合太極拳
42 式太極剣
陳式太極拳
呉式太極拳

中山智由
海井咲子
海井廣義
金井逸郎

体験してみよう☆こんな太極拳★あんな太極拳
講師
講師
講師
講師

48 式太極拳
楊式太極拳
太極拳推手

佐藤 明
和田一之
椎名 功
大野麻美

講師
講師
講師
講師

※当日申し込みされる方は受付（第１体育室内）で参加費 500 円をお支払いください

クラブ／チーム表演
クラブ名／チーム名
1

オーロラクラブ

種目

参加者氏名

入門太極拳

天野光,天野洋一,石川千浪,石谷政子,井野菊江,
沖嶋一枝,勝木敏美,倉島君枝,渋谷正雄,庄司節子,
鈴木邦拓,鈴木春栄,高橋純臣,高橋正信,高橋鴻子,
安永邦久,吉田淑子

2

つきみ野太極拳クラブ

２４式自選太極拳

宇都宮徳久,田中曻,廣嶋雅子,鈴木京子,山口紀子,
浅川直孝,小杉麻里子,中村淑子,中田迪子,河村智宏,
小谷部校一,杉谷美恵,鈴木基史,丸山敏子,関光子,
後藤直美,鯨井勇,鯨井常子,奥山淑子,奥村宣也,
小笠原美保,片瀬敬子,吉田晃,吉田親子

3

やわらぎ会

入門・２４式・

葛西妙子,小林のぶ子,斉藤節子,佐藤明,竹口節子,

４８式自選

平本富雄,尾崎杼子,後藤明子,山田昭子,山田るみ子,
吉村るみ子,山内恒治,山内美香

4

大和太極拳同好会

太極拳アラカルト

和田一之,田中戦治,小須田正孝,角田信子,岩間みさ子,
荒木孝信,関根榮二,長澤英雄,野口ヤエ子,佐伯いつ子,
狩野満喜子,鈴木幸子,渡辺正信,砂田みさ子,斉藤聖,
林智和,林弘美,野崎秀玄,瀧本弘子,高瀬健治,
下西ノ園理恵,矢島美代子,中川定雄,影山博,三浦玲子,
布施和子,吉本悦子,梶谷光恵,福士まち子,松田和子,
清水正一,清水康子,金子満

5

つきみ野拳周会

総合自選

山本のぞみ,鈴木仁志,安井清享,金平征,立花隆輝,

３２式剣

清水千鶴,田中曻,長田綾子,乃村玲子,田原真由美,
岩部一宏,坂井良子,樋田誠,鈴木京子

6

下鶴間太極拳クラブ

２４式自選

延原登美子,地曳幸子,桑原信一,執行隆祠,金花和子,
佐藤千代子,多田傑,多田美保子,磯﨑紀代美,市塚信男,
各務恵美,田口則子,林ミチ子,中山敏子,永野国男,
吉村光寿恵,小川久美子,新田恵子,小林照子,鈴木弘之,
鈴木智賀子,大谷トキ子,芝原悦子

2

クラブ名／チーム名
7

下福青空会

種目

参加者氏名

入門・初級

河野桂子,松本美智子,二瓶美智子,原スミ子,鈴木祥子,

深見ゆりクラブ

髙橋映子,上嶋恵子,笠本文江,関水寛己,永井清,
斉藤良二,大滝昌司,角川栄一,桑山明治,滝川勝満,
山口アサ子,瀬田日出夫,稲垣ハヤ子,小室ミヨ,大矢節子,
青木幸子,金子ヤエ子,兵頭怜子,中井利子,大熊伸枝,
池田貢,笠原敬三,大内武夫,荻窪弘子,根岸洋子,星芳子,
伊藤栄子,山岡貴美子,真壁芳子,髙橋清子,笠岡かほる,
荒巻美智子,中尾朋之

8

渋谷太極拳クラブ

入門・初級

岩間みさ子,小糸吉辰,廣田晴代,下條武,小野教子,
中村トク,志賀詩子,戸谷康夫,菅谷健夫,八束桂子,
比企利夫,丸山千代子,駒形容子,細野美知代,大野信子,
平松多美子,岩村夏江,清水加代子,笹やつえ,忍見勝宏,
竹内明子,佐藤和江,井出謙三,古川早苗,上嶋礼子,
大類通子,北出由美子,薄田雅子,白坂忠久,中野サチエ,
番場暁子,藤森ひろみ,松下ヨシ子

9

有輪会

３２式剣

原田ちゑ子,保田孝子,仲戸川栄,服部ますみ,昆智恵子,

（下和田・柳橋太極拳）

市毛洋子,大橋恒子,佐野奈美,祝秀英,虫賀美咲子,
馬郡ひろみ,清藤幸代,勝田めぐみ,今村泰子,堀内美知子,
石川由美子,佐々木千津子,村上せつ子,村上憲一,
相良忠義,山田昭道,大井俊夫

10

林間拳龍会

呉式

広岡恵子,洒向孝子,熊谷京子,金井逸郎,長谷川文夫,

２４式自選太極拳

垂石文恵,徳永美智子,桑原邦子,渋井金沢,田崎君子,
小原洋子,半田信子,横地紀子,桂田健克,赤平誠,
濱由紀子,山口喜一郎,井上忠夫,桂田慶子,酒井知機,
山澤幸男,片岡春樹

11

太極拳十二

制定拳と

飯島文子,加藤由規子,菅原由子,高谷道子,小野陽子,

武徳の仲間たち

伝統陳式の融和

平山直美,八塚茂樹,唐崎勝子,瀬川陽子,孫田澄子,
中島美知子,石川まな,奥津一夫,徳重勉,中山とめ子,
青柳佳子,久岡洋子,蔦本光世,長谷川忍,永澤光子,
和泉正弘,手塚カク子,笹田節子,中村冨士子,唐見博行,
垣内武則,吹野輝宣

12

中会館太極拳クラブ

太極扇自選

金原正代,望月則男,望月葉子,岩渕泰子,三國修一,
吉本八重子,金刺麗子,吉田八重子,斉藤敏子,土井とき江,
松本恵美子

13

大和孔拳会

３２式剣自選・対剣

海井廣義,田窪武彦,海井咲子,椎名功,椎名紀子,天野光,
大野麻美,高橋純臣,中山智由,長澤英雄,鎌倉史子,
長澤千鶴,島井絵里子,中谷美砂,和田百合子,眞田優子,
長谷川あつみ,保坂和可子,畠山明則,山嵜たか子,
尾崎純一郎,田島百合子,早川桂子,新井信太郎,糸川賢,
糸川三和子,桑原信一,酒井ゆかり,岩部一宏

3

クラブ名／チーム名
14

中林拳周会

種目

参加者氏名

五禽戯

佐藤衛,大橋桂子,長谷川久人,赤沼淳子,野崎和賀子,

（虎、鹿、熊、猿、鳥） 古川和子,押山陽一,浅井敏男,池田君枝,吉本たか子,
田窪豊子,長谷川友子,小松紀久男,佐藤明美,山崎法子,
布川多美江
15

西鶴間太極拳クラブ

２４式自選

齋藤慶子,山本律子,渡辺亜紀,森岡まゆみ,廣瀬伸𠮷郎,
清水佳代,武南和子,吉田健太郎,井原ヨシ子,小川弘興,
金子信好,渡辺禎三,宇多真樹子

16

南林間太極拳クラブ

自選太極拳

石田初江,斉藤節子,川原林千賀子,鈴木政子,福井弘子,

３２式太極剣

中村慶子,平山愛子,森田富美子,四宮きみ,小浦和恵,
小武重子,高野福子,庄司澄江,関根榮二,伊藤純,
斉藤明子,鈴木幸子,平島香,高橋慎一,小川訓江,
橋本律子,是村俊代,田波浩子

17

林間太極拳クラブ

３２式剣

広岡恵子,安永邦久,熊谷京子,金井逸郎,長谷川文夫,
垂石文恵,徳永美智子,桑原邦子,井上忠夫,田崎君子,
小原洋子,半田信子,横地紀子,桂田健克,赤平誠,
濱由紀子,桂田慶子,片岡春樹

18

中央林間太極拳クラブ

２４式太極拳

椎名紀子,野崎和賀子,大橋桂子,入野ヨシ子,佐藤洋子,
菅原英子,加藤誠治,斉藤和子,石川早苗,新井多美子,
河合秀,酒井ゆかり,加賀良子,松原典子,橋田綾子,
佐藤キイ子

19

桜丘太極拳クラブ

４２式剣・

赤松貞美,昆智恵子,執行隆祠,執行叔子,田窪武彦,

２４式太極拳

田窪豊子,中谷美砂,山下幸江,小菅洋子,峰輝八郎,
峰裕子,国井光子,山嵜たか子,大橋恒子,清野孝子,
中村康子,中村節子,杉田晴代,酒見ミチ

20

サイレントフラッシュ

２４式自選太極拳

大野麻美,延原登美子,天野光,斉藤明子,佐藤明,桑原信一

種目別表演
※ 前の組が入場したら待機場所で整列してください（待機場所での練習はできません）
※ 連続出場になる方は表演後に退場口から退場せずに速やかに待機場所に戻って整列してください
種目
21

入門太極拳・初級太極拳

参加者氏名
関光子,吉田晃,吉田親子,丸山敏子,後藤直美,片瀬敬子,小笠原美保,中村淑子,
後藤明子,山内恒治,山内美香,山田昭子,山田るみ子,中村康子,山嵜たか子,
渡辺禎三,長谷川友子,布川多美江,市村則子,保坂和可子,奥山宏幸,新田恵子,
小林テル子,田口則子,各務恵美,林ミチ子,芝原悦子,佐藤千代子,市塚信男,天野光,
天野洋一,石川千浪,石谷政子,井野菊江,沖島一枝,勝木敏美,倉島君枝,渋谷正雄,
庄司節子,鈴木邦拓,鈴木春栄,高橋正信,高橋鴻子,安永邦久,吉田淑子,高橋純臣

4

種目
22

３２式太極剣

参加者氏名
奥村宣也,奥山淑子,河村智宏,宇都宮徳久,鈴木基史,鯨井勇,鯨井常子,山本のぞみ,
清水千鶴,長田綾子,乃村玲子,坂井良子,樋田誠,金平征,岩部一宏,鈴木京子,
吉村るみ子,尾崎杼子,竹口節子,仲戸川栄,小菅洋子,峰輝八郎,峰裕子,国井光子,
大橋恒子,清野孝子,中村康子,中村節子,杉田晴代,酒見ミチ,丸山千代子,齋藤慶子,
山本律子,渡辺亜紀,吉田健太郎,飯島文子,加藤由規子,唐崎勝子,高谷道子,
孫田澄子,中村冨士子,久岡洋子,瀬川陽子,菅原由子,笹田節子,唐見博行,和泉正弘,
徳重勉,垣内武則,小野陽子,平山直美,八塚茂樹,菅原英子,酒井ゆかり,入野ヨシ子,
斉藤和子,大橋桂子,田窪豊子,影山博,砂田みさ子,下西ノ園理恵,三浦玲子,
高橋慎一,是村俊代,庄司澄江,高野福子,森田富美子,小川訓江,四宮きみ,小浦和恵,
中村慶子,川原林千賀子,斉藤節子,鈴木政子,村上せつ子,村上憲一,酒井知機,
長澤千鶴,和田百合子,畠山明則,阿部律子,田窪武彦,平本富雄,多田美保子,多田傑,
永野国男,天野光,沖島一枝,高橋正信,安永邦久,金原正代,望月則男,望月葉子,
岩渕泰子,島井絵里子

23

呉式太極拳 規定４５式

金井逸郎,小原洋子,横地紀子,桑原邦子,濱由紀子,広岡恵子,片岡春樹,井上忠夫,
眞田優子

24

４８式太極拳

佐藤明,宇都宮徳久,金平征,吉村るみ子,尾崎杼子,竹口節子,小林のぶ子,平本富雄,
葛西妙子,斉藤節子,執行叔子,山下幸江,山嵜たか子,小須田正孝,大橋桂子,
長谷川久人,古川和子,浅井敏男,池田君枝,吉本たか子,角田信子,金子満,高瀬健治,
野口ヤエ子,下西ノ園理恵,徳永美智子,眞田優子,阿部律子,大谷トキ子

25

26

陳式太極拳

小須田正孝,多田美保子,多田傑,荒木孝信,渡辺正信,野崎秀玄,布施和子,小野陽子,

陳式単剣・老架一路自選

平山直美,鈴木仁志,阿部律子,島井絵里子,中山智由

４２式総合太極拳

奥村宣也,田中曻,岩部一宏,安井清享,鈴木京子,金平征,中谷美砂,中村康子,
中村節子,森岡まゆみ,渡辺亜紀,金子信好,吉田健太郎,廣瀬伸𠮷郎,小川弘興,
井原ヨシ子,武南和子,清水佳代,宇多真樹子,矢島美代子,長澤英雄,濱由紀子,
和田百合子,長谷川あつみ,眞田優子,阿部律子,田島百合子,早川桂子,新井信太郎,
糸川三和子,糸川賢,中山智由,大谷トキ子,小川久美子,多田美保子,多田傑,
磯崎紀代美,中山敏子,天野光,高橋正信

27

伝統楊式太極拳

山本律子,田中戦治,金子満,岩間みさ子,野口ヤエ子,佐伯いつ子,狩野満喜子,

傳氏２８式

瀧本弘子,福士まち子,松田和子,角田信子,布施和子,高瀬健治,川原林千賀子,
斉藤節子,鈴木政子,四宮きみ,小浦和恵,中村慶子,高橋慎一,伊藤純,高野福子,
小武重子,福井弘子,石田初江,小川訓江,庄司澄江,橋本律子,阿部律子,長谷川久人,
赤沼淳子,延原登美子,桑原信一,高橋純臣,金原正代

28

カンフー体操１，２

河村智宏,廣嶋雅子,中田迪子,小杉麻里子,田中曻,関光子,後藤直美,宇都宮徳久,
山口紀子,保坂和可子,眞田優子,尾崎純一郎,中山智由

29

４２式太極剣

鈴木仁志,仲戸川栄,執行叔子,中谷美砂,山下幸江,小菅洋子,清野孝子,杉田晴代,
酒見ミチ,笹やつえ,加藤由規子,唐崎勝子,高谷道子,孫田澄子,瀬川陽子,小野陽子,
平山直美,椎名紀子,瀧本弘子,矢島美代子,田中戦治,長澤英雄,野口ヤエ子,
高瀬健治,斉藤明子,村上せつ子,小原洋子,長谷川あつみ,眞田優子,阿部律子,
林末広,桑原信一,天野光,高橋正信,安永邦久,海井咲子

5

種目
30

２４式太極拳

参加者氏名
関光子,吉田晃,吉田親子,丸山敏子,後藤直美,片瀬敬子,小笠原美保,山口紀子,
中村淑子,廣嶋雅子,小杉麻里子,宇都宮徳久,中田迪子,奥山淑子,鈴木基史,鯨井勇,
鯨井常子,田中曻,山本のぞみ,清水千鶴,長田綾子,乃村玲子,坂井良子,樋田誠,
小林のぶ子,竹口節子,平本富雄,林末広,斉藤節子,葛西妙子,山田るみ子,山田昭子,
吉村るみ子,後藤明子,山内恒治,山内美香,峰輝八郎,峰裕子,国井光子,山嵜たか子,
大橋恒子,齋藤慶子,森岡まゆみ,金子信好,武南和子,清水佳代,宇多真樹子,
井原ヨシ子,吉田健太郎,廣瀬伸𠮷郎,小川弘興,飯島文子,加藤由規子,唐崎勝子,
高谷道子,孫田澄子,中村冨士子,久岡洋子,瀬川陽子,菅原由子,笹田節子,唐見博行,
和泉正弘,徳重勉,垣内武則,小野陽子,平山直美,八塚茂樹,菅原英子,酒井ゆかり,
入野ヨシ子,斉藤和子,野崎和賀子,新井多美子,加賀良子,長谷川久人,古川和子,
押山陽一,浅井敏男,池田君枝,吉本たか子,田窪豊子,佐藤明美,山崎法子,
砂田みさ子,吉本悦子,梶谷光恵,小武重子,森田富美子,是村俊代,伊藤純,福井弘子,
石田初江,橋本律子,平島香,洒向孝子,長澤千鶴,保坂和可子,尾崎純一郎,畠山明則,
奥山宏幸,早川桂子,新井信太郎,糸川三和子,糸川賢,田窪武彦,奥山宏幸,新田恵子,
小林テル子,田口則子,各務恵美,林ミチ子,芝原悦子,佐藤千代子,市塚信男,
磯崎紀代美,永野国男,中山敏子,小川久美子,天野光,天野洋一,石川千浪,石谷政子,
井野菊江,沖島一枝,勝木敏美,倉島君枝,渋谷正雄,庄司節子,鈴木邦拓,鈴木春栄,
高橋正信,高橋鴻子,安永邦久,吉田淑子,高橋純臣

大和市太極拳協会 加盟団体
大和太極拳同好会

広星会

日曜日 9:00-12:00 大和スポーツセンター／桜丘学習センター

土曜日 13:00-16:00 コミセン深見南会館

林間太極拳クラブ

相模台太極拳やわらぎ会

火曜日 19:30-21:30 林間学習センター
土曜日 13:30-15:30 林間学習センター

月曜日 18:00-20:00 相模台公民館（第 1,2,3 週）
木曜日 18:00-20:00 相模台公民館（第 4 週）

つきみ野太極拳クラブ

太極拳十二

日曜日 9:00-11:00 つきみ野学習センター

土曜日 9:00-12:00 瀬谷地区センター

中央林間太極拳クラブ

下和田太極拳クラブ

土曜日 10:00-12:30 コミセン緑野／中央林間会館

水曜日 18:00-20:00 コミセン下和田
木曜日 10:00-12:00 コミセン柳橋
金曜日 10:00-12:00 コミセン下和田

柳橋太極拳クラブ
土曜日 10:00-12:00 コミセン柳橋会館

大和孔拳会

桜丘太極拳クラブ

土曜日 19:00-21:00 渋谷中学校（武道場）

土曜日 10:00-12:00 コミセン桜丘会館

下福青空会

西鶴間太極拳クラブ

月曜日 13:00-16:00 下福田自治会館（第 1,3 週）
水曜日 15:00-17:00 コミセン下福田（第 2,4 週）

日曜日 13:00-16:00 コミセン西鶴間会館（第 1,2 週）

つきみ野拳周会

深見ゆりクラブ

火曜日 19:30-21:00 つきみ野学習センター

水曜日 10:00-12:00 コミセン深見北

渋谷太極拳クラブ

林間拳竜会

水曜日 15:30-17:30 渋谷学習センター

木曜日 15:30-17:30 林間学習センター
日曜日 13:30-15:30 林間学習センター

下鶴間太極拳クラブ
日曜日 10:00-12:00 コミセン下鶴間／グリーンアップ

上草柳オーロラクラブ

中会館太極拳クラブ

土曜日 10:00-12:00 コミセン上草柳（第 1,2 週）
コミセン深見北（第 3,4 週）

金曜日 14:30-17:30 コミセン深見中会館

中林拳周会

大和やわらぎ会

木曜日 13:00-16:00 コミセン中央林間会館

木曜日 10:00-12:00 コミセン西鶴間／佐藤ビル
土曜日 10:00-12:00 コミセン西鶴間／佐藤ビル（隔週）

南林間太極拳クラブ
金曜日 13:00-15:00 コミセン南林間会館／コミセン緑野
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２０１６大和太極拳フェスタ

大和市太極拳協会
会

長 佐藤 衛

副 会 長 海井 廣義

和田 一之

理 事 長 椎名 功
副理事長 海井 咲子

２０１６大和太極拳フェスタ 役員
大会会長

佐藤衛

25 周年交流委員会

大野麻美

実行委員

中山智由、林智和、天野光、鎌倉史子、島井絵里子

特別講習会

海井廣義、宇都宮徳久

進行

吉田健太郎、金子信好、多田傑、桑原信一

放送

下西ノ園理恵、椎名紀子、酒井ゆかり

受付

志賀詩子、丸山千代子

接待

杉田晴代、中村節子、鈴木幸子、砂田みさ子

設営/警備

宇都宮徳久、田中曻、鯨井勇、田波浩子、中村慶子、伊藤純、望月則男

広報

菅谷健夫、市塚信男

救護

保坂和可子

販売

大野麻美

大和市太極拳協会 http://www.geocities.jp/yamatotaichi1980/

