
【太極拳/気功体操の部　80歳以上の表演者】

順番 支部名 支部長（指導者） 氏名（年齢） 仮名 待機確認 備考

1 東武練馬 邢　雁灵 松本太郎（８４） まつもと　たろう 代表

2 横浜あおば 茂田尋美 もた　ひろみ

3 松井千枝子（８４） まつい　ちえこ

4 相模大野 邢　雁灵 遠藤竹二（８１） えんどう　たけじ

5 A1フェニックス支部 邢　雁灵 黒川次郎（８１） くろかわ　じろう

6 秋山和歌子（８４） あきやま　わかこ

7 田中昭子（８３） たなか　あきこ

8 浜崎ヤスエ（８２） はまさき　やすえ

9 窪田洋子（８２） くぼた　ようこ

10 渡辺佐智子（８１） わたなべ　さちこ

11 海野廣子（８０） うんの　ひろこ

12 レインボー青葉台 窪田潤一 くぼた　じゅんいち

13 真島有代（８２） まじま　すみよ

14 櫻玉健武館 邢　雁灵 飯田あつみ（８２） いいだ　あつみ

15 西荻窪 邢　雁灵 高波富美子（８０） たかなみ　ふみこ

16 百花厚木支部 邢　雁灵 前田紀代（８０） まえだ　きよ

17 高円寺 澤田麗子 さわだ　れいこ

18 三輪郁子（８７） みわ　いくこ

19 竪野明（８１） たてのあきら

20 東京碑文谷 那須福代 なす　ふくよ

21 佐藤佳子（８２） さとう　よしこ

22 安東トシ子（８６） あんどう　としこ

23 兵頭美枝子（８０） ひょうどう　みえこ

24 加須 松本太郎 渡辺茂子（８４） わたなべ　しげこ

25 荒井和子（８５） あらい　かずこ

26 行田 松本太郎 小幡路子（８４） おばた　みちこ

27 小川恵一郎（８４） おがわ　けいいちろう

28 行田健身未来 松本太郎 長谷川雅昭（８４） はせがわ　まさあき

29 進藤聰（８０） しんどう　さとし

30 櫻月会 高月義子 たかつき　よしこ
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31 館山京子（８４） たてやま　きょうこ

32
櫻玉健武館

（火曜午前） 野澤弘子 のざわ　ひろこ

33 宮澤泰子（８２） みやざわ　たいこ

34 永福 邢　雁勤 しん　いぇんちん

35 野口美鈴（８０） のぐち　みすず

36 大泉学園 中澤久美子 なかざわ　くみこ

37 菅原恵美子（８１） すがわら　えみこ

38 目黒 中村幸正 なかむら　ゆきまさ

39 齊藤榮子（８４） さいとう　しげこ

40 飯田初江（８１） いいだ　はつえ

41 福島智恵子（８０） ふくしま　ちえこ

42 武田幸子（８０） たけだ　さちこ

43 城山 中河西忠裕 なこうさい　ただゆき

44 佐野美紀子（８１） さの　みきこ

45 東大和 美斉津厚子 みさいづ　あつこ

46 江本多喜子（８５） えもと　たきこ

行田 西河八重子（８５） にしかわ　やえこ

【太極拳/気功体操の部　90歳以上の表演者】

順番 種別 支部名 氏名（年齢） 仮名 待機確認 備考

1 ９0歳以上（男性） 朱雀 川野尚（９１） かわの　ひさし

2 ９０歳以上（男性） 高円寺 前田一夫（９２） まえだ　かずお

3 ９０歳以上（女性） 櫻玉健武館（火曜午前） 佐藤さえ（９2） さとう　さえ

欠席
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【太極拳会員　25年以上継続者】

順番 氏名 仮名 待機確認 備考

1 平田智子 ひらた　さとこ 代表

2 齋藤栄子 さいとう　えいこ

3 齊藤明夫 さいとう　あきお

4 中村朋子 なかむら　ともこ

5 藤江喜代子 ふじえ　きよこ

6 平川恵 ひらかわ　めぐみ

7 齊藤節子 さいとう　せつこ

8 藤田敏彦 ふじた　としひこ

9 高嶋純子 たかしま　じゅんこ

10 窪田潤一 くぼた　じゅんいち 80歳・支

11 飯田あつみ いいだ　あつみ 80歳

12 原見純 はらみ　じゅん

13 津田春恵 つだ　はるえ

14 松本太郎 まつもと　たろう 80歳

15 柳内寛一 やぎうち　かんいち

16 高月義子 たかつき　よしこ 80歳・支

17 高月彩子 たかつき　あやこ

【太極拳　３０年以上継続者】

順番 氏名 仮名 待機確認 備考

1 神崎博美 かんざき　ひろみ

2 永田妥美子 ながた　たみこ

【優秀デザイン賞（Tシャツ・ロゴデザイン）】

順番 氏名 仮名 待機確認 備考

1 背中 邢揚柳
（代理：邢秋皓/韋園園）

しん　やんりゅう

2 菅原道場 胸ロゴ 菅原鉄孝 すがわら　てつたか

厚木
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【太極拳上級指導員・特級講師】

順番 氏名 仮名 待機確認 備考

1 三輪正明 みわ　まさあき 代表

2 中澤久美子 なかざわ　くみこ

3 小山泉 こやま　いずみ

4 木下史子 きのした　ふみこ

5 前田紀代 まえだ　きよ 80歳

6 那須福代 なす　ふくよ 80歳・支

7 中村朋子 なかむら　ともこ
特級
25年

支部名

厚木

高円寺

大泉学園

相模大野

練馬

百花厚木

東京碑文谷
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【合気道・香取神道流　30年以上継続者】

順番 氏名 仮名 待機確認 備考

1 Mark Jones

2 関澄子

3 新谷典生

4 中野正

5 菅原勇二

【合気道最年少表演者】

順番 氏名 仮名 待機確認 備考

1 最年少 日本武道・齊藤道場 佐藤玲音（６） さとう　れお

＊日本武道の誘導・式典進行は、日本武道のスタッフで実施

　要請があれば、太極拳メンバーがカバーして下さい
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