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  神奈川県武術太極拳選手権大会    

去る３月４日、横浜市文化体育館において 
第１３回神奈川県武術太極拳選手権大会が 
開催されました。大和市協会からは３４人が

出場し、次の方々が入賞されました。おめで

とうございます。（敬称略） 
男子・総合太極拳ＡＢ １位 中山 智由 
女子・総合太極拳Ｃ  ２位 渡辺 早苗 
男子・２４式太極拳Ａ １位 金井 逸郎 
女子・２４式太極拳Ｂ ４位 平山 壽恵 
女子・２４式太極拳Ｂ ７位 凌  眞弓 
女子・２４式太極拳Ｃ １位 河野 直子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男子・４８式太極拳  １位 佐藤 明 
男子・４８式太極拳  ２位 小須田 正孝 
男子・太極剣、刀   ３位 長澤 英雄 
女子・太極剣、刀   ５位 大野 麻美 
女子・ｼﾞｭﾆｱ太極拳  優秀賞 河野 直子 
 
1 位、２位の方が全国大会に進まれます。 
全国大会出場の皆様に喜びの声を頂戴いたし

ました。 
金井逸郎さん：県大会では応援ありがとうご

ざいました。全日本大会は推手、呉式、２４

式Ｂ、２４式Ａと８回目の挑戦となりますが 
いつも平常心でマットに立つことができませ

んでした。自分の未熟さがそうさせているの

だと思います。今回は練習量を増やして頑張

りたいと思います。応援をよろしくお願いい

たします。 
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金井選手 中山選手 河野選手 佐藤選手 小須田選手 渡辺選手 
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渡辺早苗さん：県大会前に内転筋を痛めてし

まい、今回は全国出場を手にするのは無理か

もしれないと思っていました。思うより良い

点が出て全国出場が決まり本当にびっくりし

ています。もちろん嬉しい気持ちもあります

が、私自身まだまだだと思っているので全国

に向けて気を抜かず、練習あるのみで頑張り

ます！ 
小須田正孝さん：今年こそ入賞目指して頑張

ります。皆様応援お願いいたします。 
河野直子さん：今年の県大会ではそれほど良

い点を取れなかったのに全国大会に出場する

ことになってしまいました。全国大会に出場

するのは初めてなので不安ですが、でるから

には精一杯頑張ります。 
佐藤明さん：今度こそ入賞して大きな花を咲

かせたいと思います。頑張ります！ 
中山智由さん：優勝できて本当に嬉しいです。

太極拳を始めて四年近くになりますが、やっ

と体が思うように動かせるようになりました。

大学でやっていた少林寺拳法の良いところが

出たのかもしれませんね。現在週２回練習し

ていますが望みは全国大会での入賞です。 
 

  功労賞授与    

大和市体育協会主催第３１回スポーツ人の集

いが去る２月１１日（土）大和市保険福祉セ

ンターにおいて開催されました。当協会では 

中央林間クラブ 椎名功氏 
福田太極拳クラブ 佐伯清一氏が功労賞を 
授与されました。おめでとうございます。 
今後の益々のご活躍にエールを贈りたいと思

います。 
 

  新クラブ加盟    

３月１１日開催の理事会、評議会にて次の 
クラブの協会加盟が承認されました。 
 
太極拳１２ 
代表 小須田正孝 コーチ 小須田正孝 
２００４年９月設立 会員 現在 ２０人 
練習場所 瀬谷センター 
練習内容 練功１８法 総合太極拳  

２４式太極拳 陳式太極拳 
 
相模台太極拳 やわらぎ会 
代表 清水義  コーチ 佐藤明 
２００３年８月設立 会員 現在 １５人 
練習場所 相模台公民館 
練習内容 練功１８法 入門、初級太極拳、 

２４式太極拳 カンフー体操 
 
両クラブの加盟で協会加盟は２０クラブとな

りました。詳しいクラブ紹介は次号以降に掲

載いたします。 
 
 

  大和市太極拳フェスティバル    

７月９日（日）に「大和市太極拳フェスティ

バル ‘０６」が開催されます 
詳細は別途フェスティバル実行委員会（鈴木

仁志委員長）よりご案内がありますが、 
加盟クラブの表演に加えて協会役員の表演、

特別表演が予定されております。 
県央フェスティバルが昨年で幕を閉じました

ので協会としての新たなビッグ・イベントと

なります。みんなで盛り上げましょう。 



  協会役員改選    

３月１１日開催の理事会、評議会にて協会役

員が改選されました。 
会 長  佐藤衛 
副 会 長  海井廣義（会長補佐、協会運営全般担当） 

副 会 長  和田一之（会計担当） 
理 事 長  椎名功 
副理事長  岩間みさ子（ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、広報担当） 
副理事長  海井咲子（技術・技能検定、大会担当） 

監 事  佐伯清一 
総 務 事 務 局  大井俊夫 
総 務 委 員 会  川内野拓二 金子満 
技 術 委 員 会  小須田正孝 田波浩子 
技術検定委員会  田中戦治 長澤英雄 
大会実行委員会  大野麻美 永田千代美 
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ委員会  鈴木仁志 中山智由 
広 報 委 員 会  延原登美子 浅川直孝 
事務局長  安井清享 
会 計  斎藤慶子 
任期は２年となります。協会運営へのご意見

をお寄せいただくとともにご協力をお願いい

たします。 
 

  協会ホームページ    

本年度よりホームページの更新を立花隆輝 

さん（つきみ野拳周会）が担当してください

ます。 
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ぜひご覧になってご意見、ご要望をお寄せく

ださい。情報が古くなっている箇所もあるよ

うです。更新情報もよろしくお願いします。

大和太極拳同好会のＨＰもリンクされていま

すよ。「お気に入り」に加えてくださいね。 

  2005 年度後期技能検定試験    

2005 年度後期技能検定試験に下記の方が合格

されました(敬称略)。おめでとうございます。 

 ２級   大和・・・斉藤聖、林智和、石川恵美子、

砂田みさ子  下鶴間・・・桑原信一、地曳幸子 

林間・・・越水武  中林拳周会・・・吉本たか子 

つ き み 野 ・ ・ ・清水豪 桜丘･ ･ ･赤 松 貞 美    

瀬谷・・・ 堀野信子、松尾清美、日永田富子 

中山敏子  平林正   厚木・・・柳澤わか     

広星会・・・島原敏江、水口房江   

 ３級   大和・・・野崎秀玄 中央林間・・・小林

清枝  渋谷・・・広田晴代、田島栄 

つきみ野・・・丸山次人、川原敬子、中村淑子、 

広瀬敏夫、矢野岸子   下鶴間･･･多田美穂子  

桜 丘 ・ ・ ・ 近 藤 昭 子 、 執 行 淑 子 、 藤 井 郁 夫    

中会館･･･金原正代、望月則男、望月葉子   

春日台・・・宮川富子、柏木みどり、谷口恵美子

橋本典子、梅沢晃子、杉山トヨ子、杉山貢脩、

近堂玖美子、今江春枝、  瀬谷･･･貝沼知子、

笹尾寿美子、渋谷サチ子、小川訓江、尾崎良子、

岸美幸、村上 至、瀧本弘子、谷内政夫、鈴木

正弥   広星会・・・ 飯村敦子 

 ４級    中央林間・・・小島美代子、北村緑、

中島幸子、青山加代子、高梨ふさ子 

つきみ野・・・小杉麻里子  桜丘・・・栗原美津子、

田口紀子  瀬谷・・・菅原晶子、島田友子、 

長瀬秀子、内貴泰子  厚木･･･椿忍 

 ５級    桜丘･･･深井美智子、山田登志江 

つきみ野・・・山崎哲夫 渋谷・・・関本敏夫 
瀬谷･･･千野成、石田政子、田口忠男、 
中会館･･･ 明吉葉子   厚木･･･石井勝巳、

菅野好、小沢征子、富田君枝、荒川重夫   

広星会・・・福士明美、川村昭、 高瀬健治 
 



  ２００６年上半期行事予定    

大和協会 （大和スポーツセンター） 

６月 ４日（日）午後：前期技能検定２～５級 

６月２５日（日）午前：市民体験講習会 

       午後：指導者講習会① 

７月 ２日（日）午前：市民体験講習会 

       午後：３２式剣講習会① 

７月 ９日（日）大和市太極拳ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

７月２３日（日）午前：３２式剣講習会② 

       午後：３２式剣講習会③ 

８月 ６日（日）午後：初段・２段受験対策② 

８月２０日（日）午後：審判研修会 

８月２７日（日）午前：市民総合体育大会 

９月 ２日（土）午後：スポセン太極拳教室 

９月１０日（日）午前：指導者講習会② 

９月２４日（日）午後：初段・２段受験対策③ 

 

県連盟（特記ないものは善行・県立体育ｾﾝﾀｰ） 

６月 ４日（日）剣講習会② 

６月 ７日（水）段受験対策ｾﾐﾅｰ① 

７月 ９日（日）ジュニア太極拳講習会② 

７月１４日（金）～１６日（日） 

    第２３回全日本武術太極拳選手権大会 

（東京体育館） 

７月２１日（金）剣講習会③ 

７月２７日（木）指導員技術研修会② 

７月２９日（土）～８月１日（火） 

       ３段特別講習会 

      （新小岩・本部研修センター） 

８月 １日（火）長拳普及講習会 

      （新小岩・本部研修センター） 

８月１３日（日）２段一次試験 

８月３１日（木）段受験対策セミナー② 

      （平塚総合運動場） 

９月 １日（金）刀講習会② 

９月 ３日（日）指導員技術研修会③ 
９月１０日（日）後期審判講習会 
９月１８日（月）剣講習会④ 
 

  訃報   
社団法人 日本武術太極拳連盟 加藤六月 

会長が２月２８日他界されました。享年 79 歳

でした。ご逝去を悼み慎んでご冥福をお祈り

いたします。 

 

ミニ情報 

太極拳に魅かれて中国語を勉強されている方

もいらっしゃるかと思います。現在ＮＨＫ 

ラジオ中国語講座のテキストに小説家の酒見

賢一さんが「中国古今人物論」という連載を

しており、その中で太極拳が取り上げられて

います。４月号がその一回目で楊露禅のこと

など、５月号では呉式の実戦談などが書かれ

ています。ご一読を。 

 

  編集後記    

広報委員改選後初めての発行となります。 

不慣れで思うように行きませんでしたが、 

前任の安井さん、岩本さんのご努力、思いを

引き継ぎ頑張って行きたいと思います。ぜひ

ご協力をお願いいたします。 

（綾瀬市民スポセン） 
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編集 広報委員会（延原、浅川） 


