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第１１回
日中武術国際友好演武大会

11th Japanese-Chinese Martial Arts 
International Festival 2019

日　時：2019 年 2 月 3 日（日）
  3 Feb. 2019, AM 10:30 〜 PM 4:30

会　場：相模原市民会館（大ホール）
Sagamihara Shimin Kaikan Hall, Kanagawa-Ken, Japan

主催 相模原武道学園／共催 日本・中国武術健身協会 
協賛：菅原総合武道研究所

by Sagamihara Budo Gakuen /
Chinese Martial Arts and Health Association, Japan 

Sugawara Sogo Budo Institute
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日中武術国際友好演武大会
【実施本部】
顧問　　　林建華（厦門大学教授）
会長　　　菅原鉄孝　　副会長　　　邢雁灵
役員　　　生明太郎　　斉藤明夫　　茂田芳夫　　佐藤邦彦　　中野　正
会計　　　中村朋子　　会計監査　　関　澄子

【第11回大会実行委員会】
実行委員長 .................. 茂田芳夫
副委員長 ...................... 中川裕美、鳥澤美世、茂田尋美、野澤弘子
	 							....................... 日本武道　中野　正、菅原勇二
実行委員 ...................... 神崎博美、畑明子、野澤晶子、細田友子、中河西忠裕、小寺江利子
	 						....................... 日本武道、斉藤信一
舞台監督 ......................D 佐藤邦彦、池上照子、水原洋輔、宗近智美
中国武術ショー .........菅原鉄孝、林建華、邢雁灵、段永斌，邢秋皓，田夢藝，朱葛明	，李甜甜、陳則豫
大会アドバイザー ...... 生明太朗
舞台進行......................	L 小寺信彰、L細田友子、斉藤栄子、田口陽子
式典担当 ......................	L 野澤晶子、水原洋輔、高嶋純子、小田切裕和、大貫照代
	 						....................... 日本武道：中野正、　菅原勇二、斉藤信一、関　澄子、関　峻也
舞台設営 .......................L 中河西忠裕、三輪正明、小方篤子　　　　　　　　
司会 ................................L 小寺江利子、藤田瑠璃子、水原洋輔、渋谷径代、小泉ヨシ子
開会式総合司会 ......... 斎藤明夫、生明太郎、菅原鉄孝、渋谷径代
中国武術ショー .......... 閉会式司会：生明太郎
音響	............................... 佐藤邦彦、L 杉山泰子、輪湖智江、関眞理子、宗近智美　　　　　　　
プログラム /プロジェクター ............	菅原鉄孝、邢雁灵、池上照子、伊藤ゆかり
写真撮影 Camera..... 小山彰一
ビデオ撮影（左右中央）............... 原　敦、菅原勇二、邢秋皓、Kris Gramza
出場者誘導 ..................L 畑明子、L 鈴木千恵子、大関妙子、内田芳子, 馬場明美、佐々木洋子、服部惠美子
	 	 	 田中徹也、田中由美
受付/接待：	................L 永田妥美子、L 木下史子、三輪純子、土田留守子、中村壽子、坂田康子
　　　　　　　　	 L 神崎博美、L高月義子、平田智子、高月彩子、宗近裕美、工藤厚美、小沼友子
通訳 /受付/ 接待 ...... 酒井梢、松井千枝子、邢雁勤、韋園園、陳利
会場警備・会場設営 ...L 根本肇、L 松内ゆき、野澤弘子、高橋喜美、守重初子、町田香、宮下佳子、
	 　　　																	政木和子、池谷精子、舟久保美恵、伊藤文子、伊藤滝恵、高橋通泰、佐藤淑德、
																																				寺井美奈子、藤田直子、関　裕子、飯島享子、大貫順子、生田直江、神谷啓子、
																																			古見哲也、青柳陽之
デザイン........................ 胸ロゴ : 菅原鉄孝	　　背中イラスト: 邢楊柳　　編修 :佐藤邦彦
チケット.........................菅原鉄孝　　附券：近藤和馬、片桐彩、小方篤子
Tシャツ製作 ............... 茂田芳夫　配布 .......L 大関妙子、配布：鳥澤美世、斎藤節子、健武館土曜教室
物品販売 .......................L 夏目かつ子、志水喜代子、斎藤節子
	 	 	 L 井上みゆき、北出由記子、田坂由貴、児玉知子、中井久美子、滝田早苗
救護 ................................L 久保田京子、町田美津子、石見道子				
親睦会 ........................... 窪田潤一、菅原本部道場
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【主催者紹介】
○ 顧問：林建華：Lin Jianhua
厦門大学国術与健身研究中心主任、教授
中国武術国際級審判員、中国武術	九段
日本・中国武術健身協会顧問

○大会会長・菅原鉄孝 (Sugawara Tetsutaka)
北海道生まれ。菅原総合武道研究所代表、1960 年合気道開祖・植芝盛平翁に入門、翌年内弟子となる（合
気道７段）。1975 年天真正伝香取神道流に入門、1986 年に教師を授かる。1992 年宮城安一師から沖縄
剛柔流空手道の教師を授かる。1989 年から邢雁灵老師の中国武術指導を受け、老師の協力により中国
各地で武術交流を行う。1990 年アメリカに赴き合気道と香取神道流の指導を開始、現在毎年 12 カ国以
上を回って指導している。

○主催者：邢雁灵 (Xing Yanling)
　中国山東省梁山泊地方生まれ。中国・福建師範大学体育学部卒業後、福建中医学院（東洋医科大学）
に勤務。武漢体育大学に出向し、全国大学武術教師の特別コースを履修。修士課程修了後に来日。東京
学芸大学大学院に入り保健体育教育学を専攻。後に同大非常勤講師を務める。現在、菅原総合武道研究
所に所属し、そこから津田塾大学や太極拳教室などに派遣されて活躍、諸外国との国際交流に尽力して
いる。中国武術に関わる著作も多く、『簡化２４式・４８式太極拳』『陳式太極拳』『太極剣・八卦掌』
など英語・スペイン語訳されて海外に紹介された文献は多い。中国武術一級審判員、中国武術七段。法
政大学兼任講師、津田塾大学非常勤講師、東京女子大学非常勤講師、日本・中国武術健身協会会長

［特別招待者紹介］
○段永斌：Duan Yongbin
山東省出生，北京体育大学武術学院套路教研室講師，国家健将，武術套路国家級裁判，
中国武術七段。主な得意項目：槍術、剣術、醉剣、八卦掌、螳螂拳等。全国及国際試合
で剣術、醉剣等連覇一位、多数優秀な成績を獲得。アメリカ、仏蘭西、韓国、スペイン

等に表演と指導に赴く。多数の研究成果が有り、コマシャール出演など活躍。

○田夢藝：Tian Mengyi
北京体育大学大学院卒、北京体育大学武術学院教師、学校武術技術顧問、武英級選手，中国武
術一級審判 , 中国武術 6 段。全国太極拳チャンピオン。アメリカなど海外出演及び指導で活躍。

○邢秋皓：Xing Qiuhao
福建師範大学で中国武術を専攻し、卒業後北京体育大学大学院に入学、2011 年の第７回日中
武術国際友好演武大会に来日し出演。卒業後、舞台劇を創作する北京型格文化伝媒有限公司董
事及執行総監として活躍し、本格的な舞台劇を中国各地で興行中。
日本・中国武術健身協会北京事務所として日中間の連絡をとりもってくれている。

○朱葛明：Zhu Geming
北京体育大学卒業、中国武術 6 段。武英級選手、中国武術一級審判員。全国太極拳
チャンピオン。  海外出演及び指導で活躍。

○李甜甜：Lee Tian Tian	
国家健将級選手、中国武術 6 段、
北京体育大学生

○陳則豫：Chen Zheyu
国家一級武術選手、国家１級武
術審判員、中国武術６段、北京
体育大学生
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左側：中国武術健身協会
(Chinese Martial Arts Association)
前列	：
	1.	本部道場	 	 中川裕美
	2.	健武館支部	 	 斉藤節子
	3.	横浜あおば支部	 茂田尋美
	4.	加須支部	 	 渡辺茂子
	5.	行田支部	 	 飯村和枝
	6.	高円寺支部	 	 澤田麗子
	7.	桂台支部	 	 立木陽子
	8.	永福支部	 	 邢	雁勤
	9.	大地の友支部	 根本	肇
10.		練馬支部	 	 近藤和馬
11.	相模大野支部	 高橋桂子
12.	稲城支部	 	 田中徹也
13.	西荻窪支部	 	 高波富美子
14.	游気会支部	 	 大関妙子
15.	厚木支部	 	 藤江喜代子
16.	相武台支部	 	 中村朋子

後列	：
17.	ﾚｲﾝﾎﾞー 青葉台支部		 窪田潤一
18.	A-1ﾌｪﾆｯｸｽ支部	 小田切裕和
19.	朱雀支部	 	 池上照子
20.	大泉学園支部　	 中澤久美子
21.	横浜港南台支部	 小寺信彰
22.	目黒支部・	 	 中村幸正
23.	櫻月会支部	 	 高月義子
24.	羽生支部	 	 磯貝節子
25.	世田谷支部	 	 大西諄子
26.	東大和支部	 	 美齊津厚子
27.	城山支部	 	 中河西忠裕
28.	東京碑文谷支部	 那須福代
29.	行田健身未来支部	 進藤　聰
30.	百花厚木支部	 前田紀代
31.	板橋支部	 	 木下史子

右側：日本武道
(Japanese Martial Arts) (not all attendant)
1. USA:	(California) Mark Jones, Nelson Tan, Denis Re-
gresado
2. (Arizona) Randy Black, Tomas Kelly
3. (Washinton DC) France Hoang, Marlon Shaw, 
    Aaron Roane, Kris Gramza, Chris Cosantini , Hugh    
    Brooks
4.  BULGARIA:  Stefan Dordjonov, Neno Ganchev
5. CANADA: 駱 優

6. FINLAND: Erkki Mäkimattila, Anu Välimäki
7. KOREA:  YOON JUNHWAN,  HONG  HEE, 
　MOON YOUNGCHAN, SONG KYUNGCHANG
8. ITALY: Giuseppe Bonfitto
9. Malaysia: Adam Wong Lee Ming 
10. Philippines: Aldwin Pagdanganan, Jose Lexy 
      Alcala
11..RUSSIA: Sergey Bondarev, Maxim Khokhlov, 
     Ilya Solonitsyn, Denis Zhurin,  
12. SPAIN  Pedro Martin Gonzarez 
13. SWEDEN:  Björn Bengtsson
14. Turkey: Duygu Turan
15. UKRAINE: Nomad Vold
16. 中国 : 黄龍浩 

17. 長谷川道場　長谷川弘幸
18. 相模原武道学園　中野 正,  Joseph Kelley
19. 菅原道場				菅原勇二、 関　峻也
20. 齊藤道場 		齊藤信一
21. 麻布大学　古見哲也、青柳陽之

開会式　登壇者
（中央）

中国の特別招待者と邢雁灵老師
司会：斉藤明夫

支部紹介：生明太郎
日本武道紹介：菅原鉄孝

特別招待者紹介：菅原鉄孝
Introduction by Azami and Sugawara

大会宣言
大会実行委員長

茂田芳夫
Yoshio Moda、executive committee

通訳：渋谷径代
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第 11 回 日中武術国際友好演武大会プログラム
 11th Festival Program

　2019 年 2 月 3 日（日）・相模原市民会館ホール  
3 Feb 2019,Sagamihara Shimin Kaikan Hall

1 10:25
( 5 ’ ) 開幕前、幕前で獅子舞

No
進 行
時 間
Time

第 １ 部 　 開 会 式 
P a r t  1 :  Opening Ceremony

司会 (Announcement) ： 斉藤明夫 (Akio Saito)
参加者紹介(Introduction): 菅原鉄孝 Tetsutaka Sugawara

音楽
で開幕

BGM

2

10:30
(20'）
10:50

参加国
選手入場式 

Ceremony 
on the stage

登壇者；招待老師８名　邢雁灵会長、菅原鉄孝
Foreign representive of attendants go on stage.
左：中国武術健身協会／右：日本武道参加国代表
(L)Association // (R)Japanese Martial Arts
前頁参照 (See page 4)

登壇者

中央 C
＿

L 左╱  ╲右
R

╱　  ╲   

BGM

閉幕
3

10:50
（5'）
10：55

大会宣言
Opening 
Address

大会実行委員長　茂田芳夫
Yoshio Moda、executive committee

（Translator） 渋谷径代 Michiyo Shibuya

11:00
(40')

11:40

第２部　合気道
Part 2 AIKIDO

マット
敷き後
開幕

4
11:00
 -（5'）
11:05

合気道太極功
（単独功、対練） 太極拳と合気道

メンバー

チームリーダ：　菅原勇二
太極拳：太極拳：神崎博美、斉藤節子、
杉山泰子、高月義子、高橋桂子、田口
陽子、中村朋子、永田妥美子、野澤晶子、
畑明子、藤田瑠璃子、細田友子、真島
有代、町田香、輪湖智江 
合気道（対練） ：菅原鉄孝、菅原勇二、
齊藤信一、関 峻也

大陸の
風

5
11:05 
(6')

11:11

組杖
自由技

FINLAND
USA

RUSSIA
UKRAINE

(F) Erkki Mäkimattila, Anu Välimäki
(USA) Mark Jones, Denis Reglesado
(R) Ilya Solonitsyn, Denis Zhurin
(U) Nomad Vold

BGM

6

11:11 
（5'）
11:16 組杖 大韓合気道連盟

チームリーダ：Yoon Junhwan, 
MOON YOUNGCHAN、 HONG HEE, 
SONG  KYUNGCHANG, KIM SIYEON, 
HONG JIYEON, JEONG DAHUI, 
KANG CHANGHYOM, KO HYEONGCHANG, 
HYUN, CHANGHUN, 山之内扶 , 
PARK SOHEE, SHIN INDEUK, BAHK MIHEE,
JEONG JOOWON
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7

11:16
（6'）
11:22

組杖
基本技
自由技

相模原武道学　

Sagamihara Budo 
Gakuen

チームリーダ：中野 正
小川隆久、新谷典生、ケリー・ジョゼ
フ、ケリー幸太、藤中春美、磯崎恵子、
関峻也、小名木剛、  アンドリュー・
ボッツ、東海林来桃、城野汀

BGM

8

11:22
（6'）
11:28

組杖
基本技
自由技

齊藤道場
Saito Dojo

チームリーダ：齊藤信一
齊藤信一、関峻也、今井孝、西村力彦、
山本健一、長部嘉信、カワグチベリー、
カワグチ由美子、駱優、桶川泰正、柏
木晴登、高木隆、奥田颯、石井恵梨菜、
橋本美也子、池田博一、藤田彩音、鳥
居日向、大蔵愛加、小松茉白、小松優和、
橋本遥可、橋本智可、佐藤明未、佐藤
亜弥、和田美緒

BGM

閉幕

マット引き
上げ

9

11:28
(6'）

11:34
自由技
Kumijo

長谷川道場
Bulgaria

USA

チームリーダ：長谷川弘幸
嶋田一郎 , 大金 努 , 石井晴洋
Stefan Dardjonov, Neno Ganchev
Mark Jones, Dennis Regresado

10

11:34 
（6'）
11:40

基本技
組杖

新式対練

菅原道場
トルコ Turkey

麻布大学
合気道部

 菅原勇二、佐々木聖、青木凰剣、青木
那々夏、イスレス春武、山中秀夫、町
田香、関峻也、齊藤信一、

（トルコ）Duygu Turan
（麻布大学）古見哲也、青柳陽之

11:45
(20')

13:03

第３部  太極拳 / 気功体操 (1/2)
Part 3 Taijiquan / Qigong Gymnastics

11

11：45
（3'54"）

11:49 子午鴛鴦鉞
櫻玉健武館

火水土曜教室

チームリーダー：斉藤節子
櫻玉健武館：池谷精子、斉藤節子、
高橋喜美、三輪正明、鳥澤美世、三輪
純子、内田芳子、那須福代、渡辺佐智子、
大貫照代、夏目かつ子、渡辺桂子、
大関妙子、中村壽子、中河西忠裕、
小方篤子、土田留守子、前田紀代、
木下史子、町田美津子、久保田京子、
松井千枝子、松内ゆき、坂田康子、
守重初子、鈴木千恵子、酒井こづゑ、
小山泉
櫻月支部：髙月義子、宗近智美、宗近
裕美、伊藤文子、窪田洋子

只有情永在
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12
11：49

（6’00”）
11:55

３２式太極拳 目黒支部

チームリーダー：田口陽子
田口陽子、齋藤榮子、飯田初江、
福島智恵子、武田幸子、小林初江、
林田佳代子、有泉三恵子、深山キクエ、
柳澤順子、寺口さゆり、猪俣由美子、
金箱順子、岩淵洋子、竹田信義、
中村幸正

好人一生平安

13
11:55
(4’00“)
11:59

１６式太極拳

桂台支部
桂台支部楽の会
レインボー青葉

台支部

チームリーダー：立木陽子
桂台支部 ( １０名 )：立木陽子、濱崎道子、
和田たま子、戸澤満智子、君塚えり子、
逆井初江、五嶋政江、爪川順瑛、
河上ユリ子、三浦順子
楽の会（桂台支部）（４名）：輪湖智江、古
橋裕、野川節、石井トメ子、
レインボー青葉台支部（６名）： 真島有代、
土田留守子、横山雅男、美田信子、
柴多津子、林裕美

あなたの生ま
れた朝

14
11:59

（6’00”）
12:05

４２式太極拳 東武練馬支部

チームリーダー：近藤和馬
池内文子、内山慶子、亀井かづ子、
柄澤薫子、川島文江、木下史子、久保恵子、
近藤和馬、酒井真弓、柴田桂子、杉山泰子、
鈴木すみ江、田口陽子、中川善行、
西成田幸子、藤田瑠璃子、松本太郎、
柳内寛一

Happy
Arabia

15

12:05
（5’30”）

12:11
太極拳養気功

櫻月会支部
百花厚木支部

チームリーダー：高月義子
櫻月会支部（1 ２名）：高月義子、
有賀きよ子、手塚裕子、宗近智美、
伊藤文子、宗近裕美、高月彩子、田村汎子、
甲木あつ子、橋本弥生、館山京子、若林隆子、
百花厚木支部（8 名）：前田紀代、
太田恵美子、三瓶廣子、樋口きよみ、
望月マサ江、田淵京子、田村當代、
竹原とくゑ、
朱雀支部（８名）：吉川美保、金森美登里、
石井由美子、小川尚子、山本信子、
川崎妙子、竹腰留美子、鈴木桂子　
相模大野支部（1 名）: 徳世志野
城山支部（3 名）：鈴木久美子、小坂孝子、
柿沼啓子

踏雪尋夢

16
12:11

（５’00”）
12:16

４８式太極拳
櫻玉健武館
土曜教室

チームリーダー：鳥澤美世　
三輪正明、中河西忠裕、池谷精子、久保田
京子、町田美津子、鳥澤美世、那須福代、
守重初子、坂田康子、木下史子、前田紀代、
土田留守子、渡辺桂子、酒井こづゑ、
窪田洋子、神谷啓子

喚星光芒
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17

12：16
（３’45")

12:20
3 ０式太極扇 A1 フェニックス支部　

チームリーダー：小田切裕和
A1 フェニックス支部（18 名）：秋山和歌子、
小田切裕和、黒川次郎、柴田昭子、
鈴木綾子、竹田孝之、田代千恵子、田中昭子、
高嶋純子、轟由美子、濱崎ヤスエ、原敦、
藤田敏彦、水原洋輔、渡辺高広、窪田洋子、
渡辺佐智子、海野廣子
櫻月会支部（2 名）：有賀きよ子、伊藤文子、
相模大野支部 (1 名 )：坂本惠美子、
東大和支部（1 名）：美齊津厚子、
レインボー青葉台支部（1 名）：林裕美、
遊気会支部（２名）：渋谷径代、原見純、
菅原本部道場（1 名）：町田香、
横浜あおば支部（1 名）：原奈可子

太極拳
音楽

18

12:20
(5'50“）
12:26

簡化２４式
太極拳

厚木支部
港南台支部

チームリーダー：藤江喜代子
厚木支部（1 ２名）：藤江喜代子、井上葉子、
菊地原勉、城所庸子、斉藤明夫、斉藤節子、
中村朋子、野澤弘子、羽染あや乃、平川恵、
山本寿子、渡辺桂子
港南台支部（2 名）：小寺信彰、小寺江利
子
櫻玉健武館火曜教室（6 名）：大貫順子、
飯島享子、佐藤さえ、山岸和子、宮沢泰子、
生田直江　
相武台支部（7 名）：白石早苗、覚知京子、
鈴木幸子、小林久子、大貫美代子、
佐藤雄吉、佐々木洋子　　

深山幽谷

19

12:26
（5’30”）

12:32
太極拳養気功

稲城支部
東京碑文谷支部

棗心の会

チームリーダー：夏目かつ子
稲城支部（2 名）：田中徹也、田中由美
櫻玉健武館（４名）：小方篤子、高橋喜美、
舟久保美恵、渡邉洋子
東京碑文谷支部 ( １１名 )：那須福代、
町田佳子、須田初美、榑井正子、沖山章子、
戸村芳子、長崎比佐子、兵頭美枝子、
安藤英子、安東トシ子、佐藤佳子、
棗心の会支部（7 名）：夏目かつ子、
吉野綾子、俵迫しず江、松島カメ子、
倉持福枝澤尻貞子、田中洋子
東武練馬支部（12 名）：池内文子、
内山慶子、亀井かづ子、川島文江、
久保恵子、酒井 真弓、柴田桂子、
鈴木すみ江、中川善行、西成田幸子、
久武幸子、柳内寛一

踏雪尋夢
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20

12:32
（4‘16“)

12:37
１６式太極拳

相武台支部
稲城支部

チームリーダー：佐々木洋子
相武台支部 (10 名 )：石見道子、大貫美代子、
覚知京子、小林久子、佐々木洋子、佐藤雄吉、
白石早苗、鈴木幸子、守重初子、中村朋子、　
厚木支部（６名）：斉藤明夫、井上葉子、
山本寿子、城所庸子、羽染あや乃、菊地原勉、
稲城支部 (2 名 )：田中徹也、田中由美

あなたの
生まれた

朝

21

12:37
(4’00“)
12:41

拂 塵
（フォーツン）

菅原本部道場

チームリーダー：中川裕美
小泉ヨシ子、斉藤栄子、志水喜代子、
中川裕美、永田妥美子、野澤晶子、
野澤弘子、畑明子、馬場明美、平田智子、
細田友子、茂田尋美

MATSURI

22

12:41
(6’02“)
12:47

悟空の健身術 高円寺支部

チームリーダー：澤田麗子
澤田麗子、池谷好美、真行寺京子、桑原文恵 ,
竪野明、三輪郁子、塙慶子、石黒雅子、
真木祥子、前田一夫、高村紀子、森和重、
髙間昌子

23
12:47

（4’00”）
12:51

42 式太極剣 相模大野支部

チームリーダー：坂本惠美子
坂本惠美子、髙橋桂子、梅田妙子、小山泉、
辻雅実、逸見澄夫、山口優子、佐藤邦彦、
遠藤竹二、片桐彩、石坂恵、池田正一朗、
徳世志野

夢中夢

24

12:51
( ５' ２0")

12:57
３２式太極拳 朱雀支部

チームリーダー：池上照子
朱雀支部 (14 名 )：川野 尚、池上照子、
小川尚子、石井由美子、金森美登里、
吉川美保、鈴木桂子、関裕子、中澤久美子、
川崎妙子、竹腰留美子、山本信子、
金子比登美、野口美鈴
A1 フェニックス支部 ( ７名 )：黒川次郎、
原敦、水原洋輔、高嶋純子、轟由美子、
渡辺高広、柴田昭子

睡蓮

25
12:57

（4’00”）
13:01

初級剣
北里大学太極拳クラブ

櫻玉健武館

チームリーダー：宮下佳子
宮下佳子 , 鳥澤美世 , 久保田京子 , 池谷精子 ,
町田美津子、服部惠美子 , 政木和子 ,
小沼友子 , 工藤厚美、津田春恵 , 石見道子 ,
野澤晶子

成長
号令付き

閉幕
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13:08
(22')

13:30

第４部　証状授与
Part 4  Certificate

26
13:08
(22')

13:30

菅原総合武道
研究所

(TSKSR)

13：08
(5' 00")
13：13

香 取 神 道 流 目 録
K a t o r i  M o k u r o k u  

( A s s i s t a n t  T e a c h e r )

USA : Wayne Stein, Oklahoma City Dojo
   Walter Heitman Jr., Oklahoma City Dojo
   Hugh Brooks, Washington D.C. Dojo
   Bennet Tomlinson, Washington D.C. Dojo
   Joe Benavides, Atlanta Dojo
   Richard Bennett, Atlanta Dojo
KOREA:	鄭多希(Jeong Dahui)、.姜昌孝(Kang 
Changhyo)、山野内扶、金湧勲(Kim Yonghoon)、鄭周元
(Jeong Joowon)
中国:	黄 龍浩
Bulgaria:	Neno Ganchev
RUSSIA: Zlatotrubova Olga, Maria Laktysheva
Philippines:	Aldwin Pagdanganan.
ITALY：Giuseppe Bonfitto

香 取 神 道 流 教 師
 Katori Shinto Ryu
Kyoshi (Teacher) 

California USA: 	Dennis	Regresado,	Napa	Dojo
(Washington	DC	)	:	Sonnie	Lee,	Capital	Katori	 		
JAPAN:	Andrew	Vogt,	Sugawara	Dojo
日本：大金 努（長谷川道場 )
RUSSIA: Denis	Zhurin,	Moscow

中国武術
健身協会
13：13-
(3'  00"

特級講師 中村朋子

太極拳上級指導員
中澤久美子、小山泉、木下史子、前田紀代、那須福代、
三輪正明

Tシャツ ロゴ デザイン賞 胸ロゴ：菅原鉄孝　背中：邢揚柳

太極拳表演者

9０
歳
以
上
高
齢
者
表
彰

高円寺支部：
前田一夫 (92)

朱雀支部 ： 
川野　尚 (91)

健武館支部：
佐藤さえ (92)

8０
歳
以
上
高
齢
者
表
彰

高円寺支部：
三輪郁子 (88)
健武館支部：
飯田あつみ (82)
宮澤泰子 (82)
横浜あおば支部 :
松 井 千 枝 子 ( 8 4 )

A-1 ﾌｪﾆｯｸｽ支部：
窪田洋子 (82)
秋山和歌子 (84)
田中昭子 (83)
濱崎ヤスエ (82)
海野廣子 (80)
渡辺佐智子 (81)
黒川次郎 (81)
相模大野支部：
遠藤竹二(81)
城山支部：
佐野美紀子(81)
櫻月会支部：
館山京子(84)
東京碑文谷支部：
佐藤佳子(82)
安東トシ子(86)
兵頭美枝子(80)
永福支部：
野口美鈴(80)

東武練馬支部：
松本太郎 (84)
目黒支部:
齋藤榮

し げ こ

子(84)
飯田初江(81)
福島智恵子(80)
武田幸子(80)
ﾚｲﾝﾎﾞｰ青葉台支部：
真島有代(82)
加須支部：
渡辺茂子 (84)
荒井和子 (85)
田中道子 (85)
西河八重子 (85)
行田支部：
小幡路子(84)
小川恵一郎(84)
行田健身未来支部：
長谷川雅昭(83)
進藤　聰(80)
東大和支部：
江本多喜子(85)
西荻窪支部
高波富美子(80)
大泉学園支部：
菅原恵実子(81)
百花厚木支部：
前田紀代(80)
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26

13:15
(8')

13:30

大会実行委員会
13：16
(14' 00")
13：30

太極拳表演者
25 年以

上
継続者

代表：神崎博美、永田妥美子、平田智子、齋藤栄子、窪田潤一、
藤田敏彦、齊藤明夫、中村朋子、藤江喜代子、平川 恵、
齊藤節子、高月義子、高月彩子、原見 純、高嶋純子、津田春恵、
松本太郎 , 柳内寛一、飯田あつみ

合気道
香取神道流

25 年以
上

継続者
Mark Jones、中野 正、関 澄子、新谷典生、菅原勇二

合気道 最年少 佐藤玲音 ( さとうれお )（齊藤道場））

祥獅報喜 朱葛明、田夢藝、陳則豫、李甜甜

13:30
(65')

14:35

第５部　　太極拳 / 気功体操 (2/2)
Part 5 Taijiquan / Qigong Gymnastics

27

13：30
(4’00”)
13：34

八法五歩 櫻玉健武館

チームリーダー：根本肇
邢雁灵、佐藤さえ、飯島享子、大貫順子、
山岸和子、宮沢泰子、平田智子、野澤弘子、
生田直江、工藤厚美、小沼友子、宮下佳子、
政木和子、服部惠美子、高月義子、有賀きよ子、
手塚裕子、伊藤文子、寺井美奈子、梅田妙子、
久野真騎子、若林美枝子、関裕子、根本肇、
井関武子、伊藤滝恵、高橋通泰、佐藤淑徳、
藤田直子、高橋桂子、前田紀代、斉藤節子

走在雲
深不知

処

28
13：34

（５’15”）

13：40

簡化２４式
太極拳

城山支部　

チームリーダー：中河西忠裕
城山支部（10 名）：中河西忠裕、松岡謙次郎、
河東早苗、小坂孝子、狩野和枝、鈴木久美子、
吉田せつ、柿沼啓子、岡本和代、斎藤潔
相模大野支部 (7 名 )：池田正一朗、石坂恵、
辻雅実、徳世志野、逸見澄夫、山口優子、
遠藤竹二
目黒支部：竹田信義、有泉三恵子、猪俣由美子、
小林初江、林田佳代子、深山キクエ

ツァン
ツァン
流水

29
13：40
（7‘30“）

13：48
八段錦

加須支部
行田支部

チームリーダー：渡辺茂子、松本太郎
加須支部（18 名）：渡辺茂子、荒井和子、
内田美代子、中島佳子、西河八重子、川田けい子、
中矢道子、川田正子、吉田ふじ子、二瓶ヨシ子、
野間トミ、儘田芳江、芹田伸子、小山弘子、
須藤幸子　浜崎香代子、高瀬明子、金子トメ子
行田支部（7 名）：中山京子、小幡路子、
小川恵一郎、舞原早苗、飯村和枝、吉田昌司、
塚田袈裟夫

八段錦
（茉莉
芬芳）
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30
13：48

（4’00”）
13：52

双　剣 游気会支部

チームリーダー：大関妙子
原見純、高月義子、輪湖智恵、宗近智美、
大関妙子、神谷啓子、津田春恵、町田香、
渋谷径代、上田和彦

刀剣如
夢

31
13：52

（6’20”）
13：58

42 式太極拳 横浜あおば支部

チームリーダー：茂田尋美
茂田友玄、茂田尋美、松井千枝子、種井澄子、
田村三枝、吉澤絹江、芝田啓子、鈴木桂子、
青山敬子、原奈可子、兒玉美和子、森陽子、
竹内弥生、野村外美恵、水口友美、内藤由喜世、
金澤文、渡辺温子、山東喜代子、野口かずえ

悠久の
一乗谷

32
13：58
(5’30”)
14：04

太極拳養気功

西荻窪支部
大泉学園支部

永福支部
東大和支部

チームリーダー：中澤久美子
西荻窪支部（9 名）：高波富美子、川崎佳代子、
鶴本則子、山口かずえ、岡本美喜子、今村範子、
前山まゆみ、中澤久江、宗像知恵子
大泉学園支部（5 名）：中澤久美子、菅原恵美子、
平塚美繪子、木津智子、羽鳥紘子
永福支部（8 名）：邢雁勤、金子比登美、小西雅子、
野口美玲、増谷澄子、飯島富美子、遠藤明美、
岡島宣子
東大和支部（11 名）：美齊津厚子、林勝行、
武藤美代子、岡田晴子、中條俊一、谷口剛、
渋谷チエ子、江本多喜子、島崎正子、市村幸枝、
吉松見和子
目黒支部（８名）：飯田初江、岩淵洋子、金箱順子、
武田幸子、寺口さゆり、中村幸正、福島智恵子、
柳沢順子

（１名）陳利

踏雪尋
夢

33
14：04

（7'00"）
14：11

張三豊
原式太極拳

笑の会

チームリーダー：細田　友子
関眞理子、杉山泰子、田口陽子、畑明子、
神崎博美、高橋桂子、永田妥美子、神谷啓子、
野澤晶子、柄澤薫子、鳥澤美世、内田明子、
久保田京子、細田友子、原見 純、藤田 瑠璃子、
中村壽子、木下史子、池谷精子、立木 陽子

大陸の
風

34
14：11

（7‘00“）
14：18

導引養生功
１２法

行田健身未来支部

チームリーダー：進藤聰
松田誠臣、松田哲子、小嶋辛一、小嶋初江、
小久保栄治、大島清一、三上敏子、荻原敬子、
島津美千代、進藤瑞恵、小林ミチ子、嶋﨑英毅、
新井ひとみ、亀谷斌之、長谷川雅昭、川村裕子、
松木節子、小澤洋子、新島功、新島和子、
中原幸子、木元秀夫、片桐初江、前田啓子、
進藤聰

導引養
生 功
12 法
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35
14：18
(5‘00“）
14：23

八段錦 世田谷支部

チームリーダー：大西諄子
大西諄子、佐藤みつ子、岡本優子、慈道志津子、
村松まち、村岡静子、八木晶子、池田裕美子、
目時朋子、堀木章子、古川潔子、伊藤悦子、
岩﨑友子、石原智恵子、長谷川礼子、北村陽子、
松下路子、山本真美子

八段錦
音楽

36
14：23
(3'45”）
14：27

3 ０式太極扇 羽生支部

チームリーダー：磯貝　節子
舞原早苗、磯貝節子、高鳥アヤ子、田中禮子、
浜島ヨウ子、木村裕子、宇田敏子、井野義子、
小川さか江、新井とみ子、永瀬美智子、
島村文子、芹田伸子、中山京子

流浪歌

37
14：27
(5’29”)
14：33

簡化
八卦太極拳

櫻玉健武館　
稀の会

チームリーダー：神崎博美、永田妥美子
神崎博美　、永田妥美子、秋山和歌子、海野廣子、
飯田あつみ、田中昭子、浜崎ヤスエ、真島有代、
窪田洋子、齋藤榮子、松井千枝子、高波富美子、
有賀きよ子、池上照子、志水喜代子、立木陽子、
手塚裕子、那須福代、前田紀代、高月義子、
有泉三恵子、大西諄子、田代千恵子、川崎佳代子、
鶴本則子、池谷好美，宗像知恵子、真行寺京子

踏雪尋
夢

閉幕

14:33
(40')

15:15

第６部　香取神道流・太極拳   特別演武

Part 6　Special Demo: Katori and Taijiquan 開幕

38

14：35
(2' 00)
14：37

居合術／
立会抜刀術 Iai-
jutsu and Tachiai 

Battojutsu

菅原道場 
Sugawara Dojo

10 名

チームリーダ：菅原勇二
齊藤信一、Joseph Kelley、佐藤 実、関峻也、
木戸幾三郎、Andrew Barger、駱優、Andrew 
Vogt、高橋祐司

なし

14:37
(7'00")

14:44

(1) 表の太刀	
Omote-no-tachi   

 (4'00")

		(2) 棒術
Bojutsu
(3'00")

	

(1) Omote: 2 組 10 名
  Korea 3 
  Ukraine 1 
  Turkey 1 
  USA  1
  中国 (China) 1 
  Russia 1
  Japan 3
  Italy 1
(2) Bojutsu: 6 組 12 名
  Bulgaria 1
  Philippines 1 
  Korea 4
  USA 4 
 Japan 2

チームリーダ：齊藤信一
(1) Omote:
Korea:Ko Hyeongchang/Ukraine: Void Nomad.
Korea:Hyun Changhun/中国: 黄龍浩
Korea: 山之内扶 /USA:Dennis Regresado
Russia: Maria Laktysheva/USA:Sean Aljabori
日本：柏木晴登／日本：大金 努

(2) Bojutsu:
USA:Tomas Kelly/Bulgaria: Neno Ganchev
Korea:Hong Hee/USA:Chris Cosantini
Korea:Hong Jiyeon/Philippine:Jose Lexy Alcala
Italy: Giuseppe Bonfitto/ 日本：佐藤 実
USA:Kris Gramza/Japan：高橋祐司
Korea: Jeong Joowon/ USA: Hugh Brooks
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39
14：44

（５‘00“）

14：49

56 式
陳式太極剣

櫻玉健武館
陳式剣教室

チームリーダー：池上照子
高橋桂子、輪湖智江、茂田尋美、中澤久美子、
内田芳子、中村朋子、高月義子、大関妙子、
夏目かつ子、津田春恵、野澤弘子、斉藤節子、
松井千枝子、畑明子、小山泉、前田紀代、梅
田妙子、池上照子

蒼き獅
子

40

14：49
(4'00”)-

14：53

(3) 薙刀
Naginata

(3) Naginata :
                  5 組 10 名
 Korea 4
 USA 2 
 Russia 2

(3) Naginata:
Korea:Bahk Mihee/USA:Marlon Shaw
Korea:Jeong Dahui/USA:Aaron Roane,
Korea: Kang Changhyo/Russia: Ilya Solonitsyn
Korea: :Park Sohee/Russia: Denis Zhurin
USA: Nelson Tan/Japan: Saito Shinichi 齊藤信一

なし

41

14：53
-(5'21")
14：59

形意強身功

指導員研修教室
他有志

チームリーダー：久保田京子
指導員研修教室（1 ８名）久保田京子、
土田留守子、中河西忠裕 , 小寺信彰、中村壽子、
町田美津子、大関妙子、小寺江利子、 池谷精子、
真島有代、坂本惠美子、渡辺桂子、鈴木千恵子、
松内ゆき、斉藤榮子、志水喜代子、藤田瑠璃子
平田智子
有志（１５名）小山泉、鳥澤美世、木下史子、
斉藤節子、内田芳子、野澤弘子、田口陽子、
杉山泰子、中村朋子、佐藤邦彦、野澤晶子、
斉藤明夫、細田友子、陳　利、美齊津厚子

仙境

42
15：02
(12'00)
15：14

(1)	五行 Gogyo
(1'30")

⬇︎
(2)	両刀 Ryoto

(1'00")

(3)	小太刀			
						Kodachi

(1'00")

(4)	七条太刀	
							Shichijo

(2'00")
⬇︎

(5)	槍術 Spear
(1'30")

(1) Gogyo: 5 組 10 名
  Russia 2
  Japan 4
  USA 3
  Philippines 1
  Korea 2

(Continue 続けて演武）
(2) Ryoto-
(3) Kodachi-
(4) Shichijo ：
                    6 組 12 名
  Finland 2
  USA 1
  Japan 1
  Korea 4 
  Sweden 1
  Spain 1 

(5)Spear: 2 組 4 名
  Japan 2

チームリーダ：菅原勇二
(1) Gogyo: 
Russia: Maxim Khokhlov/Japan: 齊藤信一 
USA: Joseph	Kelley/	Philippines:Aldwin	Pag-
danganan	
Japan:関峻也 /USA: Andrew Vogt
Japan:木戸幾三郎/Korea:Yoon Junhwan
Korea:Kim Siyeon/CANADA: 駱 優

(2)Ryoto-(3) Kodachi-(4) Shichijo
Finland:Erkki Mäkimattila/USA:Mark Jones
Finland:Anu Välimäki/Korea: SHIN, INDEUK
Japan: Sumiko Seki/Korea: Moon  Youngchan
Korea: Song Kyungchang/Sweden: Björn 
Bentsson
Spain: Pedro Martin/ USA: Randy Black
Bulgaria: Stefan Dordjonov/ USA: France 
Hoang

(3) Spear:
Russia: Sergey Bondarev/USA: Andrew Barger
Japan : 中野 正 /菅原勇二

BGM

                                                                                                                                                                                                                           閉 幕      
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15：15
(40':00")
15：55

第 7 部　武術ショー

Part 7  Martial Arts Show
開幕

43
15:15
(6’38”)
15:23

自選太極秀・　
42 式太極扇

大地の友勉強会

チームリーダー：畑明子・　松内ゆき
自選太極秀（10 名）
茂田尋美，高橋桂子、池上照子、高月義子、
大貫照代、松井千枝子、内田芳子、前田紀代、
中村壽子、畑明子

42 式太極扇（14 名）
飯田あつみ、梅田妙子、鳥澤美世、三輪純子
三輪正明、那須福代、志水喜代子、大関妙子
夏目かつ子、松内ゆき、鈴木千恵子、久保田京子、
土田留守子、真島有代

正月梅
花

44
15:23
(3'00)
15:26

日本刀
剛柔型

（弯刀術）
菅原総合武道研究所

剛型（表之太刀）：菅原鉄孝／菅原勇二
柔型（五行之太刀）：菅原鉄孝／中野　正
　　  （両刀術）：菅原鉄孝／関　峻也

なし

45
15:26
(4'00)
15:30

八卦連環掌 厦門大学体育共学部 林建華教授

46
15:30
(6'00)
15:36

陳式太極拳 中国武術健身協会 会長 邢雁灵老師

47

15:36
(19'00)
15:55

集体項目
（五行龍韵 ) 北京体育大学

段永斌（酔剣）老師

朱葛明（劈掛拳）老師

田梦艺（双手剣）老師

李甜甜（太極拳／八掌） 
陳則豫（南拳）
邢秋皓（査拳）老師

太極神韵 北京体育大学
朱葛明老師

田梦艺老師

李甜甜

咏春拳 北京体育大学 段永斌老師、陳則豫

　花束贈呈

15:55

第 8 部　閉会の辞

Part 8  Closing Excersise

48 大会会長：菅原鉄孝
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個人、支部、団体協賛寄付金　ご芳名　（高額順）

個人：
菅原鉄孝 那須福代　　 松本太郎 斉藤明夫

茂田友玄 中野　正 飯田あつみ　 澤田麗子　 高月義子 内田芳子 
前田紀代 池上照子 渡辺茂子 佐藤邦彦
 
関　澄子 高橋桂子　　 根本　肇  松井千枝子 菅原勇二 安永邦久
中河西忠裕 田中徹也 中澤久美子 

窪田潤一 畑　明子 平田智子 中村朋子 斉藤節子 野澤弘子 
梅田妙子 徳世志野 大西諄子 佐々木洋子 守重初子 野田ヤス子
木下史子 子安貞枝 高倉　忍 松内ゆき 鈴木千恵子 夏目かつ子
ｼｮｰﾝｱﾙｼﾞｬﾎﾞﾘ 

三輪正明 三輪純子 町田　香 志水喜代子 寺井美奈子 白石早苗
小寺信彰 土田留守子 真島有代 磯崎恵子 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾎﾞｯﾂ 高橋裕司
 
窪田洋子 大貫三江 加藤萬利子 澤崎美規子 岩﨑裕子 飯島享子
生田直江 大貫順子 佐藤さえ 宮澤泰子 山岸和子 髙橋喜美
小方篤子 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾎﾞｯﾂ 新谷典生 小野木剛 佐藤　実 山中秀夫
渡邊洋子 舟久保美恵 坂田康子 前田一夫 遠藤竹二 池田正一朗
坂本恵美子 深山キクエ 有泉三恵子 齋藤榮子 中村壽子 大関妙子
鈴木桂子 岩田東彦 
 
団体：
小山コーヒー  桂台支部 北里大学太極拳クラブ  　
管原本部道場  世田谷支部 相武台支部 板橋支部

ご協力ありがとうございました。
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祝第 11 回日中武術国際友好演武大会

“ 万物に「気」満ちてこそ世の安寧 ”

高円寺支部・蝴蝶の会
主宰　澤田麗子

　　Email: sumirem@wine.ocn.ne.jp
横浜あおば支部
   　　茂田教室　　茂田芳夫・尋美

祝 第 11 回 日 中 武 術 国 際 友 好 演 武 大 会
　心豊かに身体も健康

　	 　	人生の幸福　何ぞこれ加えん

　朝に夕べに	しあわせの探求は

									太極拳と詩吟から

　加須支部長 渡辺茂子【星琴】

　（やまと太極気功健身会会長・翁流星琴会会長）

祝 第 11 回 日 中 武 術 国 際 友 好 演 武 大 会

（太極気功健身会主宰）

生
あ ざ み

明 太
た ろ う

郎

   ＮＨＫ文化センター光が丘教室
   ＮＨＫ文化センター八王子教室 他

武蔵総支部長

〜 中国武術健身協会　武藏総支部 〜
加須支部長   渡辺茂子
羽生支部長   磯貝節子
行田支部長   塚田進一
行田健身未来支部長  進藤　聰　
行田さわやか支部長  山﨑久子
行田もちだ支部長  横田ちよ子
板橋支部長   松本太郎

【祝 日中武術交流３０周年】

邢雁灵老師 来日太極拳活動 30 周年

 祝	第 11 回日中武術国際友好演武大会

緑ゆたかな子どもの国で

　地域の皆さんと楽しく

　　太極拳の輪を広げています
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世田谷支部　気功体操松原虹の会
気功の輪を拡げています

会員一同
代表者　大西諄子

祝 第 11 回日中武術国際友好演武大会
太極拳
地域を明るく
生き生きと !!

百花厚木支部
蒲公英の会　前田紀代

祝  第 11 回日中武術国際友好演武大会
日中武術交流３０周年　おめでとうございます。
　シン老師、25 年間御指導ありがとうございます。

西荻窪支部　衡気功の会　会員一同

祝  30 周年日中武術友好交流

元気・陽気・
 マイペース !!

土曜日午前中に稽古をしています。
拂塵など、一緒に稽古される方を募集中！

菅原本部道場　太極拳科
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祝第 11 回日中武術国際友好演武大会
     櫻玉健武館

               　 入 会 随 時 歓 迎

          　 太 極 拳（ 多 種 ）
         　 気 功 体 操（ 多 種 ）

中国武術健身協会会長 邢 雁 灵
E-mail:pg140281-7312@tbz.t-com.ne.jp

祝 第11回日中武術国際友好演武大会

 自家焙煎珈琲豆･喫茶

 魅惑の
 アロマで
 至福の安らぎ

＊健武館でも販売中＊
〒252-0024 座間市入谷４－２６１３－９
TEL：０４６－２９８－１６００ （ﾌｰﾄﾞﾜﾝ裏）
http://koyama-coffee.gourmet.coocan.jp/

会員一同
代表者　藤江　喜代子

祝  第 11回日中武術国際友好演武大会

厚木太極拳十色の会
よき師、よき仲間たちと
いい汗流しています。

 心身ともにすこやかに

       太極すこやかの会
　　　　　　　　 相武台支部
　　　　　　　　　 会員一同

祝  第 11回日中武術国際友好演武大会

祝  第 11回日中武術国際友好演武大会

青空の下で
     毎朝いい汗を流しています。　　　

東京碑文谷支部　　那須福代
　　　アレグリア会員一同
　　　ひまわり会員一同

日中武術交流３０周年
皆様の御協力で

続けて来られました。

ありがとうございました。

中国武術健身協会　邢 雁 灵
菅 原 総 合 武 道 研 究 所 　 菅 原 鉄 孝

前田紀代 作

デザインの
応募ありがとうございました

小方篤子 作

近藤和馬 作 片桐彩 作
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JR 横浜線「相模原駅」南口から徒歩 20 分。
神奈川中央交通バス『1 番』『2 番』『6 番』乗り場よ
りバス 5 分。

のりば 系統 行先（終点）
1 番 相 05 相模大野駅
6 番 相 12 上溝
神奈川中央交通バス利用「市役所前」下車 、徒歩 1 分

のりば 系統 行先（終点）
2 番 相 25・29 相模大野駅
相 21 小田急相模原駅
相 27 相武台前駅

From JR Line SAGAMIHARA station, 
Pole No. 1 for SAGAMI-ONO station, or Pole No. 6 
for Kamimizo, get off at Shiyakusho-mae. (5'00")

市民会館ホールへの道順

Foreign students seat 
2nd and 3rd line 

座席

Party room, 3rd floor.

懇親会場　3 階

1st  Floor 
Lobby

Chugoku Bujutsu Kenshin Kyokai
http://www.kenshinkyokai.org

Sugawara Sogo Budo Institute
http://www.sugawarabudo.com

Welcome to 11th Festival


