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プログラム 
 

１．開会式   (9:30～ 9:45) 

国歌斉唱 
大会会長挨拶       森  恕 総務長 

２．団体演武   (9:45～13:45) 

1  京橋同好会鴫野教室 

2  川西教室・イオンカルチャー 

3  住吉女性教室 

4  橿原支部 

5  宝塚支部・伊丹緑ヶ丘合気倶楽部 

6  奈良支部・岸和田支部 

7  ひよこクラブ 

8  西代同好会 

9  山本道場 

10  河内長野三日市支部 

11 オーストラリア 

ジロング支部・バララート支部・ゴー
ルドコースト支部 

12 アメリカ 

ニューヨーク勇心館・シアトル合気
クラブ 

13 フィンランド不動心 

14 小林コズミッククラス東京 

15 住吉支部 

16 箕面支部 

17 ミント神戸カルチャーセンター偶数週 

18 ミント神戸カルチャーセンター奇数週 

19 神戸元町ファーストステップ 

カルチャー 

20 京阪支部・名張同好会 

21 西宮支部 

22 西神支部 

23 ジュージアCC/ららぽーと甲子園教室 

24 シスメックス支部 

25 甲子園支部 

26 和鷺会 

27 鹿児島支部 

28 小松島支部 

29 NHK神戸文化センター（午前） 

30 NHK神戸文化センター（午後） 

31 尼崎支部・松原支部 

32 神戸元町カルチャー倶楽部 

33 NHK大阪文化センター 

34 大阪ガス合気武道部 

35 神戸市役所合気道部 

36 徳島支部 

37 高松支部 

３．総務長演武   (13:45～13:55) 

森 恕 

４．閉会式   (13:55～14:00) 

閉会の辞    小林 清泰 幹事長 

 



 4 

 

大 会 役 員 
 

大 会 会 長  森 恕 

 

大会副会長 小林清泰  井沢将光  川辺武史 

 

参   与   千葉紹隆  宇都宮守 

 

 

大 会 委 員 小林高士   西谷 修   髙梨智子   中山良男   乾 益一 

    福岡慎輔   阪谷一広   中川廣志   佐藤英明   山本敦史 

槙原恒夫   芝田彰祐   三木清明   原 健児   堂上佐代子 

吉田英洋   吉田浩子   中口和久   西本雅一   三宅末弘 

神高康弘     森田 寛      阿部秀祐    

 

会 場 設 営 甲子園支部 尼崎支部 

 

受 付 会 計 甲子園支部 尼崎支部 西神支部 

 

ビ デ オ （株)ウエス  

 

演 武 進 行 原 健児  中口和久  三宅末弘  神高康弘  阿部 秀祐   

 

送 担 当   堂上佐代子 吉田浩子 日下乃理子 三木清明 
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演   武 

 

 

 

1 京橋同好会鴫野教室 

  中口 和久（三段）  中村 圭佑（二段）  小松 正樹（二段）  中橋  孝（初段） 

  藤後 雅俊（初段）  中島多津子（１級）  浅長 岩夫（初段） 

 

2 川西同好会・イオンカルチャー 

  羽淵  陽（初段）  仲 由佳里（初段）  松井  博（初段）  北川 喜之（初段） 

  坂根麻伊子（初段）  片瀬 莉貴（初段）  児嶋 裕子（１級）  児嶋 春香（１級） 

  林  哲忠（２級）  深見 和之（２級）  児嶋 竜二（３級）  森本 文博（？級） 

  瀬戸恒一郎（４級）   

 

3 住吉女性教室 

  小林 信子（初段）  杉田 智子（１級）  柴辻 恭子（２級） 

 

4 橿原支部 

  今西 浩二（四段）  西馬 三郎（初段）  阿佐 泰二（三段）  鐘築  仁（初段） 

 

5宝塚支部 伊丹緑ヶ丘合気倶楽部 

  吉田 頼彦（三段）  清水 恒延（三段）  嵯峨根 潤（三段）  美吉 宏一（二段） 

  宇野 隼人（初段）  古橋 勇二（初段）  大森  陽（二段）  峰平 寛己（初段） 

  五和宮 彩（初段） 

 

6 奈良支部 岸和田支部 

  小林 高士（六段）  瀧井 俊貴（初段）  野口 一也（二段） 

 

7 ひよこクラブ 

  片山 隆司（二段）  松木 寿久（二段）  広瀬  想（二段）  小林 明彦（三段） 

 

8 西代同好会  

  槙原 恒夫（四段）  小林 明彦（三段）   市丸 勝範（三段）    藤本  哲（三段） 

  藤江美智雄（四段）  立花  恒（初段）  増井美重子（初段）  久一 和彦（三段） 

  谷井 健一（二段） 

 

9 山本道場 

  山本 敦史（五段）  福井 敏二（三段）  宮脇 優子（二段）  森田  寛（二段） 

  入交 哲夫（二段）  阿部 秀祐（二段）  森下  豊（初段）  鈴江 元治（初段） 

  上村 泰隆（初段）  三木  勉（２級）  加村 健司（３級）  藤原 一久（５級） 

  鶴城 隆夫（５級）  園川 紘子（５級）  吉澤 秀一（ － ）  木藤恵里奈（ － ） 

  島田 美紀（ － ） 

 

10 河内長野三日市支部  
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阪谷 一広（五段）  三宅 末弘（四段）  神高 康弘（三段）  川口 大輔（三段） 

田村 弘美（三段）  大河内英昌（三段）  高橋 政嗣（二段）  栗本 英治（１級） 

土井  剛（３級）  赤松 雛子（初段）  辻村 初葉（初段） 

 

11 オーストラリア ジロング支部・バララート支部・ゴールドコースト支部 

ディッカー・リー（四段）  メネン・サム（初段）  ロールバック・グレッグ（初段） 

 

12 アメリカ ニューヨーク勇心館 シアトル合気クラブ 

ロドリゴ・コン（四段）  ノア・ランドー（三段） エラード・マタルシ（初段） 

マーク・スモリンスキ（初段） クリス・ジョンズ（初段） ケネス・フリーマン（三段） 

 

13 フィンランド 不動心 

ユリキ・リュテラ（五段） テルホ・コルホネン（四段） ミッコ・リンドホルム（三段） 

ヨーナス・クリンガ（初段） ニーナ・カルカイネン（１級） ヘイディ・レイマン（１級） 

 

14 小林コズミッククラス東京 

  三木 清明（五段）  中岡 飛鳥（二段）  門井  誠（二段）  関口  真（初段） 

  坂本 雄二（二段） 

  

15 住吉支部 

  森本 恭幸（四段）  芝田 知香（二段）  福井 邦仁（二段）  田  雅文（二段） 

澤田 耕一（初段）  小野  力（初段）  山本 文治（６級） 

 

16 箕面支部 

西谷  修（七段）  原  健児（四段）  大谷 岳史（三段）  岡田  彩（初段） 

伊藤 敬介（１級）  二宮 春雄（４級） 

 

17 ミント神戸カルチャーセンター（偶数週クラス） 

岸本 尚子（二段）  清水多喜子（初段）  戸川あつこ（ － ）  小林 明彦（三段） 

 

18 ミント神戸カルチャーセンター（奇数週クラス） 

  立花  恒（初段）  中嶋ちず子（初段）  曽根 正子（初段）  増井美恵子（初段） 

増井 裕子（初段）  粕谷 典弘（３級）  笠井 裕子（４級）  阪上 彩子（初段） 

 

19 神戸元町ファーストステップカルチャー 

栗原いつ子（初段）  堀内えりか（１級）  野口 慎二（４級）  太田 諒樹（６級） 

岸本 尚子（二段）  小林 明彦（三段）  立花  恒（初段）  増井美恵子（初段） 

中島ちず子（初段）  曽根 正子（初段）  広瀬  想（二段）  松木 寿久（二段） 

荻田 雄樹（１級）  槙原 恒夫（四段） 

 

20 京阪支部・名張同好会   

  福岡 慎輔（五段）  三上 篤志（三段）  三鬼 丈知（二段）  河合 芳之（二段） 

  阪本  寛（初段）  岩本 匡之（６級）  稲田 浩一（初段）  山田 孝二（１級） 

  斉藤 民子（１級）  中内 尚子（２級）  澤田 清太（２級）  柴田千賀子（２級） 
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21 西宮支部 

  髙梨 智子（六段）  蔵本 信正（二段）  乗竹 宏明（初段）  嶋田  渚（初段） 

  福本 隆至（１級）  アレックス・マイケル・マーンズ（１級）   石濱 嗣敏（１級） 

  下村 勇介（３級）  岩井 秀之（３級）  吉野 宏樹（５級）  石崎 一帆（６級） 

  木村 路子（７級） 

 

22 西神支部 

吉田 英洋（四段）  吉田 浩子（四段）  西田 伸一（二段）    藤田  悟（二段） 

前田  豊（二段）  加藤 史華（初段）  荒木 貞次（２級）   武  正章（２級） 

吉野 耕太（６級）  大津美佐子（ － ） 

 

23 ジュージアCC/ららぽーと甲子園教室 

  広瀬  想（二段）    本田 禎忠（初段）  平  理恵（初段）    松本 吉史（初段） 

  余部喜代治（初段）  森下 桂名（２級）  植田 絵美（３級）  小坂田楓友（３級） 

  日笠 正和（ － ） 

 

24 シスメックス支部 

  中井 健司（１級）  飯島  健（６級）   西田 伸一（二段）  前田  豊（二段） 

  武  正章（２級） 

 

25 甲子園支部 

  中山 良男（六段）  鎌田 義信（三段）  井上 雄貴（三段）  森岡 実奈（三段） 

  三浦 一邦（三段）  笠井 浩一（二段）  小財 文夫（二段）  玉谷 公一（二段） 

  日下乃理子（二段）  早川 知宏（初段）  蜂須賀はま子（初段） 丸山 ゆき（初段） 

コールソン・エルディ（１級） 坂井 望（ － ） 

 

26 和鷺会 

  野口 宏明（五段）  梶川 幸治（三段）  戸田 雅敏（三段）  小杉純一郎（二段） 

池淵  誠（初段）  磯田 文子（準初段） 笠井 美穂（２級）  池西真理子（４級） 

天羽 浩司（４級）  加藤  奨（５級）  杉本 紀之（５級） 

 

27 鹿児島支部 

  庵木 英雄（七段）  ポール・ハムレット（四段）  西 はるか（二段） 

 

28 小松島支部 

湯浅 靖明（五段）  岩田  勝（五段）  青木 和代（三段）  井筒 征美（三段） 

吉田 浩成（初段） 

 

29 ＮＨＫ神戸文化センター（午前） 

平田美千子（三段）  清水 英史（三段）  谷井 健一（三段）  樋口 明寿（三段） 

秋山  真（１級）  荻田 雄樹（１級） 

 

30 ＮＨＫ神戸文化センター（午後） 

谷川 祐之（三段）  久保 昭博（二段）  東根かおり（三段）  小林 明彦（三段） 
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31 尼崎支部・松原支部 

  鍵田  淳（二段）  神長信次郎（二段）  白井 文勇（二段）  丸山 良一（二段） 

杉本 雅樹（二段）  西本 雅一（四段） 

   

 

32 元町カルチャー倶楽部 

細野 善弘（四段）  久一 和彦（三段）  生田  満（三段）  生田 真弓（三段） 

  谷井 健一（二段）  佐々木雅彦（初段） 

 

33 ＮＨＫ大阪文化センター 

斉藤 朗子（３級）  勝間 香代（３級）  奥  耀子（３級）  井上 保美（３級） 

末石 直樹（６級）  梶川 敬文（６級）  高木  亨（ － ）  太田 悠子（ － ） 

 

34 大阪ガス合気武道部  

乾  益一（五段）  西辻  茂（二段）  井上 善博（初段）  柳沢 俊彦（１級） 

  木村 信一（４級）  辻之所賢一（６級）  賀川 章宏（ － ）  小野  力（二段） 

 

35 神戸市役所合気道部 

村木 直彦（四段）  藤江美智雄（三段）  生田  満（三段）  生田 真弓（三段） 

竹村 正博（二段）  広瀬 宝典（初段）  アロイジエ・ブニバルデ・ドイプラー（５級） 

 

36 徳島支部 

島田 陽介（準三段） 玉置 哲也（二段）  堀  昌也（初段） 

 

37 高松支部 

平岡 茂範（七段）  飯尾 幸重（五段）  平岡 美代（四段）  吉井 康彦（四段） 

山地 将弘（準四段） 奥山 忠彦（準四段） 大野 明彦（三段）  平野 雅美（二段） 

国方 海秀（二段）  水尾 祐介（準初段） 浮田 和彦（２級）  隅田 秀一（５級） 

 

 

１． 更衣室は男女とも４階です。 

２． 参加申し込み会員は、支部ごとに受付へお申し込み下さい。 

３． 演武者は出番の２つ前に待機して下さい。 

４． 貴重品、更衣荷物等は各自管理して下さい。 

５． 飲食は控えて下さい。 

６． ゴミはすべてお持ち帰り下さい。 

７． 演武終了後、全員で片付けをお願いします。 

 


