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平成 23年度 事業報告書 
 

 

平成 23年度において、実施した事業は次のとおりである。 

１．合気会本部の運営 

（１）派遣指導業務 

①講師派遣  

・国内の登録道場および団体、各合気道連盟、大学合気道部に講師を派遣した。 

国内派遣回数 151回、派遣者数 232名 別紙 1（Ｐ10～13）のとおり。 

 

・海外の合気道の新興国に講師を派遣した。また、各国地域からの要請により

講師を派遣した。 

海外派遣回数 53回、派遣者数 58名╌╌╌╌別紙 2（Ｐ14～15）のとおり。 

 

 

 

②講座開設 

合気道学校（東京都各種学校）、文化センター等の合気道講座を開設し、講師

を派遣した。 

・合気道学校 

  上級、中級、初級の各課程において専任講師担当による教育を行い、

課程履修者には修了証を交付した。 

＜課程履修者＞ 

課  程 
前期 

H23.4∼H23.9 

後期 

H23.1O∼H24.3 
計 

上  級 27 25 52 

中  級 17 20 37 

初  級 14 25 39 

計 58 70 128 

 

・合気道講座 

 ＮＨＫ文化センター、日本武道館、よみうりカルチャー等の合気道講座に講

師を派遣し指導を行った。詳細は別紙 3（Ｐ16～17）のとおり。 
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（２） 登録業務 

 

①入会 

平成 23年度年間入会者数は 7,911名であった。 

 

 

②昇段・昇級登録および情報管理 

昇段・昇級者を登録し証書を交付する。加えて有段者には国際有段者証を交付す

る。昇段者数は 10,742名であり、昇級者数は 19,498名である。 

   【昇段者】    

八段 七 段   六 段 五 段 四 段 参 段 弐 段 初 段 

5 49 144 417 686 1,262 2,567 5,612  

   【昇級者】 

壱級 弐級 参級 四級 五級 六級 

1,489 1,602 2,129 2,443 3,198 1,513 

    

七級 八級 九級 拾級 十一級以下 

1,759 1,580 1,443 1,634 1,094 

     

 

 

③道場および団体登録 

申請のあった道場および団体が登録要件を充たしていると判断された場合には、

登録道場および団体名簿に登録し、基本的事項を合気会ホームページ上に公表す

る。 

 平成 24年 3月 31日までの国内の道場・団体登録数は 2,015団体である。 

 

 

④道場および団体公認 

登録道場及び団体の内で、一定の要件を充たしている場合には公認道場および団

体として公認した。 

  <公認団体数> 

    

 

 

 

 

※条件は 3年以内の都道府県連盟への加盟。 

 

 

 

 

 

 

 

申請数 1,244件 

認定 780件 

条件付認定※ 378件 

未認定 86件 
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（３）その他の業務 

①広報活動 

合気道紙「合気道新聞」（毎月）、合気道誌「合気道探求」（年 2 回）等を発刊

し配布した。 

 

 

 

②主要行事の開催 

・鏡開き式 

   日 時：平成 24年 1月 8日（日）14:00〜16:00 

  場 所：本部道場 

  参加者：1,000名 

   本部推薦昇段者の発表並びに証書授与式を行った。 

昇段者 668名 

 

 

 

・新年賀詞交換会 

  日 時：平成 24年 1月 7日（土）17:00∼19:00 

  場 所：京王プラザホテル 

  参加者：500名 

 

 

 

・開祖・二代道主を偲ぶ会 

  日 時：平成 23年 4月 26日（火）19:00∼21:00 

  場 所：本部道場 

  参加者：100名 

 

 

③会議等の開催 

・理事会 

【第１回】 

  日  時：平成 23年 5月 12日（木）13:00∼14:00 

  場 所：本部道場 

【第 2回】 

日  時：平成 24年 3月 16日（金) 13:00∼14:00 

  場 所：本部道場 

 

・評議員会 

【第１回】 

日  時：平成 23年 5月 12日（木）12:00∼12:50 

  場 所：本部道場 

【第 2回】 

日  時：平成 24年 3月 16日（金）12:00∼12:50 

 場 所：本部道場 
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・全国登録道場・団体連絡会議 

  日 時：平成 24年 1月 7日（土）14:30∼16:00 

  場 所：本部道場 

  参加者：320名 

 

 

 

④都道府県合気道連盟整備推進委員会 

  都道府県合気道連盟の設立を主眼として活動を行い、宮崎県(二回)・山梨県・

島根県で計 4回の会議（詳細は別紙 4(P18)のとおり）を行った結果、各県に

連盟が設立された。平成 20年 11月発足当時、連盟の加盟団体数は 47都道府

県のうち 22都道県であったが、平成 24年 3月 25日に宮崎県に連盟が整備さ

れたことにより国内 47都道府県全てに連盟が整備された。 

 

 

 

⑤その他の協力 

 

・全日本合気道連盟 

第 9回全日本合気道連盟講習会 

日 時：平成 23年 10月 2日（日） 

場 所：大阪府 豊中市立武道館 

参加者：600名 

派遣者：植芝守央道主、植芝充央、鈴木俊雄 

 

 

・全国学生合気道連盟 

第 51回全国学生合気道演武大会 

日 時：平成 23年 11月 26日（土） 

場 所：日本武道館  

参加者：520名 

派遣者：植芝守央道主、植芝充央、菅原繁、藤巻宏、 

伊藤眞、鈴木俊雄、小谷佑一  

 

 

・全国高等学校合気道連盟 

第 10回全国高等学校合気道演武大会 

日 時：平成 23月 8月 5日（金） 

場 所：東京武道館 

参加者：520名 

派遣者：植芝守央道主、植芝充央、栗林孝典、藤巻宏、難波弘之、 

    鈴木俊雄、小山雄二、日野皓正 
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・（財）日本武道館 

日本武道代表団への派遣 

日 時：平成 23年 11月 9日（水）～11月 16日（水） 

場 所：ドイツ デッュセルドルフ市 

派遣者：横田愛明、櫻井寛幸、鈴木俊雄、日野皓正 

 

 

・日本武道協議会 

少年武道優良団体推薦 

合気道花見川道場（千葉県）と合気道朋清会（東京都）を推薦し、 

平成 23年 7月 17日(日)第 33回少年少女合気道錬成大会で表彰された。 

 

 武道功労者、武道優良団体推薦 

  武道功労者として 渡辺 弘 氏、武道優良団体として全国高等学校合気道連

盟を推薦し、平成 24年 1月 9日（月・祝）日本武道館鏡開き式で表彰さ

れた。 

 

 

・JICA独立行政法人国際協力機構 

 青年海外協力隊・シニア海外協力隊の合気道募集に関する技術審査を行った。 

また、合格者に対して実技研修等を実施し、派遣後も隊員のサポートを行った。 

 

 <青年海外協力隊> 

配 属 先 派 遣 国 募 集 時 期 

東ティモール国家警察訓練学校 東ティモール 平成 23年度秋季募集 

    

<シニア海外協力隊> 

配 属 先 受 入 省 庁 募 集 時 期 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ合気道連盟 ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ文化ｽﾎﾟｰﾂ省 平成 23年度春季募集 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ合気道協会 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ教育青年ｽﾎﾟｰﾂ省 平成 23年度秋季募集 

   

<現在派遣中> 

配 属 先 派 遣 国 氏 名 派 遣 期 間 

格闘技委員会/ 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ合気道ｸﾗﾌﾞ 

カンボジア 森 修一 2010年 9月 27日 

～2012年 9月 26日 

ﾖﾙﾀﾞﾝ柔道連盟 ヨルダン 鈴木 康真 2011年 9月 6日 

～2013年 4月 3日 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ合気道連盟 ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 大村 信夫 2012年 3月 26日 

～2014年 3月 25日 
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・東京武道館 

 広域合同稽古 

日 時：平成 23年 6月 23日（木）、9月 22日（木）、11月 21日（月） 

募 集：中学生以上対象 

参加者：60名  

「体育の日」公開錬成指導 

日 時：平成 23年 10月 10日（月） 

募 集：中学生以上対象 

参加者：40名 

 

 

 

２．合気道本部道場及び茨城支部道場の設置 

 

（１）本部道場 

①通常稽古 

祝日、季節休暇を除き毎日、各稽古クラスを開講した。別紙 5（Ｐ19） 

 

②審査会 

2・4・6・9・11 月の各月に昇級審査を、3・5・7・10・12 月の各月に昇段・昇級

審査を行った。 

 

 

 

 

③特別稽古 

・越年稽古 

日 時：平成 23年 12月 31日 23:30〜平成 24年 1月 1日 0:30 

指導者：植芝守央道主 

 参加者：200名 

 

・暑中稽古 

期  間：平成 23年 7月 24日〜8月 4日 

皆勤者：126名 

・寒稽古 

期  間：平成 24年 1月 30日〜2月 8日 

皆勤者：116名 

 

 

 

 

 平成 23年 平成 24年 
計 

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 

昇段者 ─ 9 ─ 5 ─ 11 ─ 15 ─ 19 59 

昇級者 3 1 2 7 2 3 3 12 19 11 63 
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・少年部集中稽古 

夏季集中稽古 

期  間：平成 23年 8月 3日〜8月 7日 

参加者：80名 

皆勤者：45名 

春季集中稽古  

期  間：平成 24年 3月 28日〜4月 1日 

参加者：90名 

皆勤者：52名 

暑中稽古、寒稽古、少年部集中稽古の各皆勤者には、皆勤賞と記念品

を交付した。 

 

 

（２）茨城支部道場 

①通常稽古 

祝日、季節休暇を除き毎日、茨城支部道場で別紙のとおり稽古クラスを開講した。 

（別紙 5・Ｐ19） 

②審査会 

3月‧6 月‧9 月‧12 月の各月に昇段・昇級審査を行った。 

 平成 23年 平成24年 計 

6月 9月 12月 3月  

昇段者 0 0 0 2 2 

昇級者 2 2 5 5 14 

 

 

 

３．合気道に関する演武大会及び講習会の開催 

（１）演武大会の開催 

①全日本合気道演武大会 

 大会名：第 49回全日本合気道演武大会 

 日 時：平成 23年 5月 28日（土）12:00〜17:30 

  場 所：東京都 日本武道館 

後 援：文部科学省、東京都ほか 

 出場者数：7,500名（内師範 76名） 

 観  衆：10,000名 

演武出場者にはプログラムと記念品を交付した。 

 

 

②少年少女合気道錬成大会((財)日本武道館との共催) 

大会名：第 33回全日本少年少女合気道錬成大会 

 日 時：平成 23年 7月 17日（日）12:00〜16:00 

  場 所：東京都 日本武道館 

後 援：文部科学省、日本武道協議会 

 参加団体：148団体 

 出場者数：2,459名 
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（２）講習会の開催 

①茨城支部道場特別講習会の開催 

 開催日：平成 23年 9月 17日(土)･18日(日) 

場 所：茨城支部道場 

 参加者：120名 

 

 

 

②学生合気道連盟講習会 

  大学合気道部幹部に対する講習会を北海道、 関東、中部、関西、中・四国の

五地区において開催した。 

【北海道学生合気道連盟講習会】 

  開催日：平成 24年 3月 10日∼3月 11日 

  場 所：北海道大学武道場 

  参加者：55名 

  講 師：鈴木 俊雄 指導員 

 

【関東学生合気道連盟講習会】 

  開催日：平成 24年 2月 16日∼2月 17日 

  場 所：千葉県 日本武道館研修センター 

  参加者：62名 

  講 師：桂田 英路 師範 

 

【中部学生合気道連盟講習会】 

  開催日：平成 24年 2月 8日∼2月 9日 

  場 所：三重県 神武館道場 

  参加者：35名 

  講 師：佐々木 貞樹 指導員 

 

【関西学生合気道連盟講習会】 

  開催日：平成 24年 3月 22日∼3月 23日 

  場 所：大阪府 洗心館 

  参加者：93名 

  講 師：櫻井 寛幸 師範 

 

【中・四国学生合気道連盟講習会】 

  開催日：平成 24年 2月 27日∼2月 28日 

  場 所：広島県立総合体育館武道場 

  参加者：44名 

  講 師：難波 弘之 師範 

講習は、講習会テキストに基づき、講義と稽古指導を実施した。 
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③学校合気道実技指導者講習会（文部科学省と共催） 

平成 24年度の中学校武道必修化に伴い、体育教員または学校で合気道指導を行う  

地域指導者が参加する講習会を開催した。 

  講習会名：平成 23年度学校合気道実技指導者講習会 

  開 催 日：平成 23年 8月 17・18日（水・木） 

  場  所：大阪府 洗心館 

  主  催：文部科学省、（財）合気会 

  参 加 者：73名 

 

講習会の詳細は別紙 6（P20～21）のとおり。 

 

 

④地域社会合気道指導者研修会（（財）日本武道館、各県立武道館と共催） 

講師を派遣し、開催県を中心にその地域の社会体育・学校体育の指導者に、講義

や実技を通じて、その資質向上を目指す。 

広島県（広島市）、岩手県（盛岡市）、富山県（富山市）、東京都（足立区）、 

千葉県（千葉市）、栃木県（宇都宮市）、山口県（山口市）、秋田県（秋田市）、 

兵庫県（姫路市） 

の 9都道府県で開催予定。（日程順） 

 

 詳細は別紙 7(P22)のとおり 

 

⑤中学校武道授業指導法研究事業（（財）日本武道館と共催） 

平成 24 年 4 月完全実施の中学校武道必修化に向け、新学習指導要領に準拠して、    

年間 8～10 時間の授業時間想定で、各武道種目の特性をふまえた指導計画、指導

内容、指導法、評価等について、教育効果の上がる武道授業指導法の研究会を実

施。 

  講習会名：中学校武道授業指導法研究事業  

  開 催 日：平成 24年 2月 17日（金）～19日（日） 

  場  所：千葉県勝浦市 

  主  催：(財)日本武道館、（財）合気会 

  参 加 者：30名 

 

 

４．主要行事予定 

 平成 23年度実施した主要行事は別紙 8（Ｐ23）のとおり。 
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別紙 1 

平成 23年度 国内出張 

出張者 日程 道場・団体名、行事名 場所 参加者数 

栗林孝典 4/2 ～ 4/3 日本赤十字広島看護大学 広島県廿日市市 11名 

植芝守央道主、他２名 4/9     氣守道場十周年記念講習会・演武会 愛知県名古屋市 454名 

金沢威 4/10     浜松合気道会講習会 静岡県 20名 

鳥海幸一 4/17     中央区合気道連盟合同稽古会 東京都中央区 82名 

安野正敏 4/23 ～ 4/24 鹿児島県連盟講習会 鹿児島県鹿児島市 100名 

金沢威 4/24     第６回愛媛県合気道連盟講習会 愛媛県 100名 

栗林孝典 4/24     長野県合気道連盟講習会 長野県松本市 100名 

栗林孝典 4/30 ～ 5/1 ひろしま合気道普及協会講習会 広島県広島市 60名 

入江嘉信 5/1     静岡県合気道連盟主催東北大震災義援ﾁｬﾘﾃｨｰ講習会 静岡県沼津市 136名 

植芝守央道主、小谷佑一 5/8     鶴岡八幡宮菖蒲祭・合気道演武大会 神奈川県鎌倉市 200名 

金沢威、日野皓正 5/9     新潟県加茂市学校武道説明会 新潟県加茂市 800名 

桂田英路、日野皓正 6/4 ～ 6/5 鹿児島県地方青少年合気道錬成大会 
鹿児島県 

いちき串木野市 
50名 

植芝充央、日野皓正 6/11     第 42回山形県合気道連盟演武大会 山形県新庄市 150名 

宮本鶴蔵 6/11 ～ 6/12 北海道合気道連盟春季講習会 北海道千歳市 120名 

安野正敏 6/11 ～ 6/12 合気道京都講習会 京都府京都市 150名 

桜井寛幸 6/11 ～ 6/12 富山合気会講習会 富山県富山市 60名 

金沢威 6/12     東京都合気道錬成大会 東京都足立区 181名 

大澤勇人 6/18     市川市合気道会審査会 千葉県市川市 20名 

大澤勇人 6/19     大宮道場講習会 埼玉県大宮市 100名 

植芝守央道主、他 11名 6/22     関東学生合気道連盟新入生講習会 東京都千代田区 96名 

大澤勇人 6/24     奥多摩合気道会審査会 東京都青梅市 20名 

小谷佑一 6/30 ～ 7/2 新潟大学新歓合宿 新潟県新潟市 40名 

菅原繁 7/3     埼玉県合気道連盟合同講習会 埼玉県狭山市 120名 

金沢威、日野皓正 7/4     日本武道館研修センター40周年武道体験教室 千葉県勝浦市 290名 

小林幸光、内田直人 7/9 ～ 7/10 地域指導者講習会 富山県富岡市 70名 

植芝守央道主 7/9     大阪府合気道連盟発足記念式典 大阪府吹田市 400名 

植芝充央、日野皓正 7/9 ～ 7/10 岩手県地域社会合気道指導者研修会 岩手県盛岡市 70名 

鳥海幸一 7/9     浅川教室審査 山梨県甲府市 10名 

小谷佑一 7/9 ～ 7/10 関東学連幹部研修会 千葉県勝浦市 50名 

鳥海幸一 7/18     日高市合気道同好会講習会 埼玉県日高市 20名 

栗林孝典、他 2名 7/22 ～ 7/24 祖師谷合気会合宿 山梨県河口湖町 44名 

安野正敏 7/23 ～ 7/24 日本歯科大学夏季合宿 千葉県勝浦市 30名 

植芝充央 7/31 ～ 8/1 防衛大学校合宿 群馬県 40名 

菅原繁 8/2 ～ 8/3 防衛大学校夏季合宿 群馬県利根郡 50名 

植芝守央道主、他７名 8/5     第 10回全国高校合気道演武大会 東京都綾瀬 570名 

菅原繁、日野皓正 8/16 ～ 8/18 学校合気道実技指導者講習会 大阪府吹田市 100名 
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栗林孝典 8/27 ～ 8/29 大東文化大学、明治学院大学合宿 長野県飯山市 55名 

栗林孝典 8/20 ～ 8/22 愛知学院大学・愛知淑徳大学合宿 長野県上田市 41名 

栗林孝典 8/7 ～ 8/9 東京外国語大学合宿 長野県飯山市 20名 

大澤勇人 8/19 ～ 8/21 二松学舎大学合宿 長野県飯山市 12名 

小谷佑一 8/23 ～ 8/26 田園調布雙葉学園夏合宿 長野県飯山市 40名 

植芝充央 8/25 ～ 8/27 東北大学合宿 福島県 40名 

難波弘之 8/26 ～ 8/28 甲南大学夏季合宿 長野県飯山市 17名 

大澤勇人 9/1 ～ 9/3 
駒澤大学・東京理科大学(神楽坂校舎)・ 

名古屋外国語大学合同合宿 
長野県飯山市 50名 

植芝充央、日野皓正 9/4     和歌山県地方青少年合気道錬成大会 和歌山県和歌山市 800名 

鳥海幸一 9/4     中央区合気道連盟演武大会 東京都中央区 130名 

菅原 繁 9/4     葛飾区合気道連盟演武大会 東京都葛飾区 50名 

小林幸光 9/6 ～ 9/9 亜細亜大学、立正大学、明治大学夏季合宿 長野県白馬村 50名 

桜井寛幸 9/7 ～ 9/9 慶応大合気道サークル合宿 山梨県南都留郡 15名 

桜井寛幸 9/7 ～ 9/9 慶応大合気道サークル合宿 山梨県河口湖町 15名 

植芝充央 9/8 ～ 9/10 上智大学合宿 群馬県 20名 

栗林孝典、難波弘之 9/10 ～ 9/11 東京都地域社会合気道指導者研修会 東京都足立区 156名 

安野正敏 9/10 ～ 9/11 明治大学生田夏季合宿 新潟県魚沼郡 40名 

入江嘉信 9/10 ～ 9/12 青山学院大学夏季合宿 長野県白馬村 17名 

大澤勇人、櫻井寛幸 9/11     全三菱武道大会 東京都千代田区 2000名 

菅原 繁 9/11 ～ 9/13 日本大学(生物資源学部)夏季合宿 山梨県山中湖村 15名 

桂田英路 9/12 ～ 9/14 東京理科大学野田合気道部夏季合宿 山梨県忍野村 14名 

森 智洋 9/12 ～ 9/14 東京理科大学久喜合気道部夏季合宿 茨城県 9名 

植芝充央 9/13 ～ 9/15 福井工業高等専門学校合宿 福井高専 10名 

難波弘之 9/16 ～ 9/17 帝京大学夏季合宿 山梨県山中湖 7名 

道主、他２名 9/17 ～ 9/18 茨城支部道場道主特別講習会 茨城県笠間市 120名 

鳥海幸一 9/17 ～ 9/18 朝日合気会合宿 埼玉県秩父市 24名 

植芝充央、德田雅也 9/18     奈良県合気道連盟講習会 奈良県奈良市 300名 

佐々木貞樹、鈴木俊雄 9/24 ～ 9/25 関東学連秋季講習会 千葉県勝浦市 105名 

植芝守央道主、植芝充央 9/25     第二回愛知県合気道連盟講習会 愛知県名古屋市 550名 

大澤勇人 10/1 ～ 10/2 防衛省市ヶ谷支部合宿 新潟県湯沢町 17名 

金沢威、他２名 10/1 ～ 10/2 千葉県地域社会武道指導者研修会 千葉県千葉市 197名 

植芝守央道主、他２名 10/2     
第九回全日本合気道連盟講習会 

第十五回関西地区合同研鑽会 
大阪府豊中市 600名 

金沢威、他２名 10/5 ～ 10/27 加茂市中学校武道授業 新潟県加茂市 90名 

大澤勇人 10/8     市川市合気道会稽古会 千葉県市川市 23名 

小林幸光 10/8     中四国学生合気道演武大会 香川県 80名 

桜井寛幸 10/8 ～ 10/9 第 35回新潟合気会講習会、演武大会 新潟県新潟市 100名 

小林幸光 10/9 ～ 10/10 福井合気会秋季講習会 福井県越前市 50名 

栗林孝典 10/9 ～ 10/10 せいぶ館合宿 兵庫県篠山市 35名 
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藤巻宏、日野皓正 10/9     栃木県地域社会合気道指導者講習会 栃木県鹿沼市 70名 

植芝守央道主、入江嘉信 10/15     青山学院大学創部五十周年記念講習会 東京都渋谷区 80名 

鳥海幸一 10/15 ～ 10/16 中央区合気道連盟合宿 埼玉県秩父市 31名 

大澤勇人、小山雄二 10/15 ～ 10/16 北海道合気道連盟講習会・演武会 北海道千歳市 120名 

栗林孝典、日野皓正 10/15     関西学生演武大会 大阪府吹田市 70名 

桜井寛幸 10/15 ～ 10/16 池袋合気道同好会・よみうり恵比寿合同合宿 埼玉県秩父市 18名 

菅原繁、他５名 10/23     東京都合気道演武大会 東京武道館 900名 

植芝守央道主、他２名 10/30     山徳道場道場開き 群馬県高崎市 50名 

藤巻宏、小谷佑一 10/30     調布市合気道会演武大会 東京都調布市 180名 

菅原繁、伊藤眞 11/5     北海道学生合気道連盟演武大会 北海道札幌市 100名 

小林幸光 11/5 ～ 11/6 第三回岡山合気道交流会 岡山県倉敷市 150名 

大澤勇人 11/6     三鷹市合気道連盟審査会 東京都三鷹市 30名 

菅原繁、德田雅也 11/6     第 10回千葉県合気道連盟演武大会 千葉県千葉市 400名 

小谷佑一 11/10 ～ 11/12 新潟大学秋合宿 新潟県新潟市 40名 

金沢威 11/12     中部学生演武大会 愛知県名古屋市 100名 

入江嘉信 11/12 ～ 11/13 品川区合気道交友会合宿 山梨県忍野村 25名 

植芝守央道主、小谷佑一 11/13 ～ 11/14 高知県支部 50周年 高知県高知市 140名 

大澤勇人 11/18     奥多摩合気道会審査会 東京都青梅市 20名 

横田愛明、伊藤眞 11/18 ～ 11/20 山口県地域社会合気道指導者研修会 山口県山口市 70名 

栗林孝典 11/18 ～ 11/19 日本赤十字広島看護大学指導 広島県廿日市市 10名 

植芝守央道主、小谷佑一 11/20     名古屋支部 50周年 愛知県名古屋市 350名 

尾﨑晌、大澤勇人 11/23 ～ 11/24 沖縄県連盟設立準備委員会 沖縄県那覇市 7名 

桜井寛幸 11/23     富山合気会秋季講習会 富山県富山市 25名 

金沢威、日野皓正 11/25 ～ 11/27 秋田県地域社会合気道指導者研修会 秋田県秋田市 80名 

小林幸光 11/26 ～ 11/27 みずほ証券秋季合宿 静岡県熱海市 40名 

入江嘉信 11/26     宇宙の会主催指導者講習会 東京都港区 60名 

安野正敏 11/27     ひたちなか市演武会 茨城県ひたちなか市 400名 

植芝守央道主、他３名 12/3     第 50回全自衛隊合気道演武大会 東京都市ヶ谷 200名 

鳥海幸一 12/3     浅川教室審査 山梨県甲府市 9名 

桜井寛幸 12/3 ～ 12/4 緑水会合宿 静岡県伊東市 19名 

大澤勇人 12/4     明心館道場審査会 千葉県千葉市 25名 

小谷佑一 12/9 ～ 12/10 新潟大学寒稽古 新潟県新潟市 40名 

安野正敏 12/10     大宮合気道同好会講習会 埼玉県久喜市 100名 

大澤勇人 12/10     市川市合気道会審査会 千葉県市川市 18名 

鈴木俊雄 12/10 ～ 12/11 全国高等学校合気道連盟中・四国地区合同講習会 広島県東広島市 40名 

小山雄二 12/18     関西地区高等学校合気道合同講習会 大阪府大阪市 110名 

鳥海幸一 12/23     日高市合気道同好会講習会、審査会 埼玉県日高市 15名 

植芝守央道主、他４名 1/15     茨城支部道場鏡開き 茨城県笠間市 100名 

小谷佑一 1/20 ～ 1/21 新潟大学冬稽古 新潟県新潟市 30名 
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小林幸光 2/4 ～ 2/5 福井合気会新春交流稽古 福井越前市 120名 

安野正敏 2/5     ひたちなか市講習会 ひたちなか市 100名 

栗林孝典 2/5 ～ 2/6 愛知学院大学・愛知淑徳大学指導 愛知県日進市 100名 

佐々木貞樹 2/8 ～ 2/9 中部学連春季講習会 三重県伊勢市 35名 

菅原繁 2/10 ～ 2/12 日本大学(生物資源学部)春季合宿 静岡県賀茂郡 20名 

栗林孝典、他２名 2/10 ～ 2/12 兵庫県地域社会合気道指導者研修会 兵庫県姫路市 150名 

鈴木孝次郎 2/11 ～ 2/12 新潟県合気道連盟指導者強化練成会 新潟県新潟市 150名 

桂田英路 2/16 ～ 2/17 関東学連春季講習会 千葉県勝浦市 62名 

菅原繁、他２名 2/17 ～ 2/19 中学校武道授業（合気道）指導法研究事業 千葉県勝浦市 30名 

安野正敏 2/18 ～ 2/19 明治大学生田春季合宿 千葉県山武郡 40名 

植芝守央道主、小谷佑一 2/19     三菱合気道部創部 50周年記念演武会 東京都豊島区 80名 

小林幸光 2/22 ～ 2/23 亜細亜大学・立正大学春季合宿 静岡県南伊豆町 30名 

難波弘之 2/24 ～ 2/26 甲南大学春季合宿 香川県小豆島 20名 

栗林孝典 2/25 ～ 2/27 愛知学院大学・愛知淑徳大学合同合宿 山梨県南都留郡 30名 

栗林孝典 2/27 ～ 2/29 大東文化大学・東京外国語大学・明治学院大学合同合宿 山梨県南都留郡 50名 

難波弘之 2/27 ～ 2/28 中四国学連春季講習会 広島県広島市 44名 

大澤勇人 3/1 ～ 3/3 二松学舎大学、東京理科大学(神楽坂校舎)合同合宿 千葉県南房総市 15名 

小谷佑一 3/1 ～ 3/3 日本女子大学春合宿 千葉県御宿町 20名 

大澤勇人 3/3 ～ 3/5 駒澤大学、名古屋外国語大学合同合宿 千葉県南房総市 14名 

佐々木貞樹 3/5 ～ 3/6 高崎経済大学春期合宿 群馬県沼田市 20名 

小林幸光 3/7 ～ 3/9 明治大学春季合宿 東京都伊豆大島 20名 

植芝充央 3/8 ～ 3/10 東北大学合宿 宮城県仙台市 40名 

菅原繁、他２名                                                           3/9 ～ 3/11 国際武道文化セミナー 千葉県勝浦市 100名 

鈴木俊雄 3/10 ～ 3/11 北海道学連春期講習会 北海道札幌市 37名 

藤巻宏、小谷佑一 3/11     日本武道館武道学園創立 45周年記念演武会 東京都千代田区 327名 

難波弘之 3/11     帝京大学春季合宿 山梨県山中湖 10名 

金沢威 3/12 ～ 3/14 國學院大學春季合宿 山梨県山中湖町 23名 

藤巻 宏 3/13 ～ 3/16 名古屋商科大学、椙山大学、武蔵大学合同合宿 静岡県下田市 30名 

植芝守央道主、他３名 3/17 ～ 3/18 植芝盛平翁の故郷を訪ねて 和歌山県田辺市 260名 

桂田英路 3/17 ～ 3/19 東京理科大学野田合気道部春季合宿 千葉県御宿 12名 

植芝充央 3/20     防衛大学校春季合宿 神奈川県横須賀市 40名 

菅原繁 3/21     防衛大学校春季合宿 神奈川県横須賀市 40名 

小谷佑一 3/21 ～ 3/23 新潟大学春合宿 新潟県新潟市 30名 

植芝充央 3/21 ～ 3/24 福井工業高等専門学校合宿 福井高専 10名 

桜井寛幸 3/22 ～ 3/23 関西学連春季講習会 大阪府吹田市 96名 

栗林孝典 3/24 ～ 3/25 岡崎市合気会皇道館道場講習会 愛知県岡崎市、安城市 150名 

小谷佑一 3/26     関東地区高等学校合気道講習会 東京都中央区 95名 

栗林孝典 3/31 ～ 4/1 日本赤十字広島看護大学指導 広島県廿日市市 10名 
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別紙 2 

平成 23年度 海外派遣（合気会主催による派遣指導） 

出 張 者 日  程 行 事 名 国  名 都 市 名 
参加者

数 

入江嘉信 5/13 ～ 5/16 上海巡回指導 中国 上海市 70名 

伊藤眞 6/2 ～ 6/13 バルト三国巡回指導 

エストニア 

ラトビア 

リトアニア 

  

40名 

60名 

90名 

入江嘉信 6/3 ～ 6/6 北京巡回指導 中国 北京市 106名 

鈴木孝次郎 6/24 ～ 6/29 モンゴル巡回指導 モンゴル ウランバートル 40名 

桂田英路 2/2 ～ 2/11 東南アジア巡回指導 
ベトナム 

ラオス 

ハノイ 

ラオス 

100名 

20名 

金沢威、小谷佑一 2/7 ～ 2/14 東南アジア巡回指導 
カンボジア 

ベトナム 

プノンペン 

ホーチミン 

80名 

170名 

藤巻宏、日野皓正 2/16 ～ 2/29 東南アジア巡回指導 
スリランカ 

インド 

コロンボ 

チェンナイ、デリー 
各 30名 

難波弘之 3/1 ～ 3/9 東南アジア巡回指導 
インドネシア 

ブルネイ 

ジャカルタ 

バンダリスリブガワン 

100名 

13名 

        
平成 23年度 海外派遣（要請による派遣） 

伊藤眞 4/6 ～ 4/12 ベラルーシ春期講習会 ベラルーシ   140名 

金沢威 5/3 ～ 5/5 極東合気会講習会 ロシア ウラジオストック 80名 

大澤勇人 6/9 ～ 6/14 ローマ講習会 イタリア ローマ 180名 

栗林孝典 6/20 ～ 6/27 ロシア講習会 ロシア アナパ市 180名 

鳥海幸一 6/23 ～ 6/30 オーストリア オーストリア リンツ 80名 

菅原繁 6/23 ～ 6/26 アルメニア合気道連盟講習会 アルメニア エレヴァン 130名 

桂田英路 6/23 ～ 6/28 AAAC講習会 ロシア サンクトペテルブルグ 100名 

藤巻宏 6/29 ～ 7/5 レバノン講習会 レバノン ベイルート 90名 

大澤勇人 7/2 ～ 7/8 オーストラリア講習会 オーストラリア シドニー 80名 

森智洋 7/8 ～ 7/15 オランダ CABN夏季セミナー オランダ カストリカン 80名 

大澤勇人 7/28 ～ 8/8 米国合気道連盟講習会 アメリカ ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ 350名 

金沢威 7/29 ～ 8/7 BAFサマースクール イギリス マンチェスター 218名 

関 昭二 8/13 ～ 8/19 フランス講習会 フランス ニース 160名 

小林幸光 8/19 ～ 8/29 UKAサマースクール イギリス ニューポート 150名 

桜井寛幸 8/25 ～ 8/29 ロシア（RAF）講習会 ロシア モスクワ 100名 

鈴木孝次郎 9/21 ～ 9/27 メキシコ メキシコ メキシコシティ 70名 

大澤勇人 9/22 ～ 9/27 カナダ連盟講習会 カナダ トロント 180名 

入江嘉信 9/22 ～ 9/27 シベリア合気道連盟講習会 ロシア バルナウル市 100名 

栗林孝典 9/30 ～ 10/5 アゼルバイジャン合気道連盟講習会 アゼルバイジャン バクー 80名 

安野正敏 10/6 ～ 10/12 スペイン講習会 スペイン マドリッド市 150名 
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横田愛明 10/12 ～ 10/18 ﾐｯﾄﾞｳｴｽﾄ合気道ｾﾝﾀｰ秋季講習会 アメリカ シカゴ 80名 

難波弘之 10/14 ～ 10/18 アイルランド合気会講習会 アイルランド ダブリン 50名 

菅原繁 10/27 ～ 10/30 リトアニア講習会 リトアニア ヴィリニュス 110名 

伊藤眞 10/28 ～ 11/2 ブルガリア講習会 ブルガリア   100名 

栗林孝典 11/2 ～ 11/8 ブルガリア講習会 ブルガリア ソフィア 180名 

植芝充央 11/4 ～ 11/6 香港合気道協會四十周年記念講習会 中国 香港 200名 

横田愛明、他３名 11/9 ～ 11/16 日本武道代表団 ドイツ デュッセルドルフ市 3,000名 

大澤勇人 11/10 ～ 11/15 ベルギー講習会 ベルギー ブリュッセル 320名 

藤巻宏 11/17 ～ 11/22 インドネシア講習会 インドネシア バンドン 145名 

関昭二 11/19 ～ 11/20 ポーランド特別セミナー ポーランド ワルシャワ 236名 

栗林孝典 11/22 ～ 11/29 モナコ講習会 モナコ公国   80名 

森智洋 12/2 ～ 12/7 ギリシャセミナー ギリシャ テッサロニキ 110名 

関昭二 12/3 ～ 12/8 こいのぼり道場 20周年講習会 ロシア モスクワ 210名 

小林幸光 12/8 ～ 12/14 ブルガリア秋季講習会 ブルガリア プロブディフ市 200名 

栗林孝典 1/27 ～ 1/30 フィリピン講習会 フィリピン マニラ 120名 

大澤勇人 2/2 ～ 2/8 ミラノ藤本道場講習会 イタリア ミラノ 150名 

小林幸光 2/10 ～ 2/19 オランダ・スロベニア講習会 
オランダ 

スロベニア 

オランダ５市 

リュブリアナ 
400名 

横田愛明 2/17 ～ 2/28 ハワイ合気会冬季講習会 アメリカ ハワイ 80名 

入江嘉信 3/1 ～ 3/5 青山学院大学春合宿 中国 北京市 15名 

菅原繁 3/3 ～ 3/4 あざみ会講習会 イギリス スコットランド 70名 

栗林孝典 3/8 ～ 3/13 ハンガリー講習会 ハンガリー ブタペスト市 150名 

小林幸光 3/20 ～ 3/26 ルーマニア春季講習会 ルーマニア クルージュナポカ市 300名 

伊藤眞 3/21 ～ 3/27 ベラルーシ講習会 ベラルーシ   120名 

安野正敏 3/22 ～ 4/2 
フランス・ベルギー・ 

ルクセンブルグ講習会 

フランス 

 

ベルギー 

ルクセンブルグ 

パリ 

リール 

ベルギー 

ルクセンブルグ 

200名 

150名 

100名 

100名 

鈴木孝次郎 3/25 ～ 4/1 ロシア青少年講習会 ロシア アナパ 135名 
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別紙 3 

合 気 道 講 座 

次のとおり指導担当者を派遣し、合気道講座を開講した。 

        

名             称 場              所 日                 時 

ＮＨＫ文化センター   合気道本部道場 毎週（土） 16:30-18:00 

      第 120 回（4/2 -  6/25）    

      第 121 回（7/2 - 9/24）    

      第 122 回（10/1 - 12/17）   

      第 123 回（1/14 - 3/24）    

日本武道館武道学園   日本武道館 毎週（土） 14:00-15:00(少年部） 

    
 

          15:00-16:30 

    
 

毎週（木） 17:20-18:20(少年部） 

              18:30-20:00 

    日本武道館研修ｾﾝﾀｰ 毎週（金） 18:00-20:00 

産経学園 銀座おとな塾 中央区銀座 毎週（土） 18:00-20:00 

    ファサード銀座５階   

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ   立川市曙町ﾙﾐﾈ立川９Ｆ 毎週（土） 10:15-11:45 

昭和の森ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ   昭島市田中町  毎週（土） 15:30-16:30(少年部） 

    昭島昭和ﾋﾞﾙ北館３Ｆ           16:30-18:00 

南林間ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ   大和市南林間  毎週（土） 17:05-18:05(少年部） 

    南林間駅ﾋﾞﾙ４Ｆ           18:10-19:30 

相模原ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ   相模原市相模原町  毎週 (木） 17:40-18:40(少年部） 

    相模原 its５Ｆ                19:30-20:30 

三ッ境ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ   横浜市瀬谷区三ツ境 毎週 (金） 19:00-20:00 

東村山ｼﾀﾞｯｸｽｶﾙﾁｬｰ  東村山市ｼﾀﾞｯｸｽ１Ｆ 毎週（水） 17:00-19:00(少年部） 

東急ｾﾐﾅｰ Be   世田谷区玉川 2-21-1 

二子玉川ライズ S.C.  

タウンフロント 8F 

毎週（土） 13:45-15:45 

      

ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝｶﾙﾁｬｾﾝﾀｰ   所沢市緑町 2･4 週（木） 19:00-20:15 

    ﾊﾟﾙｺ館 4 階   

成増ﾄﾘﾑﾌｨｯﾄﾈｽｽﾀｼﾞｵ   練馬区成増ﾛﾝﾄﾞ 毎週（日）  10:00-11:00(少年部） 

    ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ内        11:00-12:00 

新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   新宿区大久保 毎週（水）   17:00-18:30 

    新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ              19:30-21:00 

      毎週（土）  12:15-13:45 

神奈川県立武道館   横浜市港北区岸根町 毎週（火）   18:30-20:00（4 月～6 月） 

      毎週（木）   18:30-20:00（4 月～6 月） 

      毎週（水）   18:30-20:00（1 月～3 月） 

      毎週（金）   18:30-20:00（1 月～3 月） 

大和市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   大和市上草柳 毎週（金） 19：00～20：30 

    大和市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   
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戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   戸田市新曽 毎週（月） 19：00～20：30 

    戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 毎週（木） 19：00～20：30 

尾山台地域体育館   世田谷区尾山台 毎週（火） 16：00～18：30 

合気道教室       

よみうりカルチャー    北千住 足立区千住  毎週（月）18:20-19:50 

    北千住駅ﾋﾞﾙ９Ｆ                  

                     京   葉 船橋市浜町 ﾗﾗﾎﾟｰﾄ内 毎週（日） 10:00-12:30 

                           大   宮 さいたま市大宮区錦町  毎週（日）  10: 00-11:30 

     ＪＡＣＫ大宮ﾋﾞﾙ２Ｆ   

                           八王子 八王子市旭町  毎週（日） 10:15-12:15 

    八王子駅ﾋﾞﾙ 10Ｆ   

  横   浜 横浜市西区高島  毎週（月） 18:00-19:20 

                              横浜そごう９Ｆ  毎週（火） 17:00-17:50(少年部） 

                18:00-19:30(初心者） 

      １・３・５週（木）16:50-17:50(少年部） 

      毎週（木）  18:00-19:30 

      毎週（土）  14:00-15:30 

      町   田 町田市 ＰＯＰﾋﾞﾙ７Ｆ 毎週（日） 10:00-11:00(少年部） 

                   11:00-12:30 

      毎週（土）  19:15-20:45 

                           川   口 川口市川口  1・3 週（日）   10:30-12:30 

    ﾘﾌﾞﾚ川口二番街４Ｆ   

                         恵比寿 渋谷区恵比寿南  毎週（日）   10:30-12:00 

    恵比寿駅ﾋﾞﾙ｢ｱﾄﾚ｣７Ｆ             12:10-13:10(少年部） 

      毎週（木）   20:00-21:30 

  錦糸町 墨田区錦糸町駅ﾋﾞﾙ  毎週（日）   10:00-11:30 

    ｢ﾃﾙﾐﾅ｣６Ｆ  毎週（火）   18:30-20:00 

  大   森 大田区大森北ﾌﾟﾘﾓ６Ｆ 毎週（水）   19:00-20:30 

  川 崎 川崎市川崎区駅前本町 毎週（日） 10：15-11:45 

    駅ビル｢川崎 BE」5F 毎週（金） 19：00-20:30 
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別紙 4 

       平成 23年度 都道府県合気道連盟整備委員会 

       

出張者 日程 会議名 場所 

参加人

数 

後藤英伸、大澤勇人 4/24 ～ 4/25 宮崎県連盟設立準備委員会 宮崎県西都市 3名 

尾﨑晌、大澤勇人 10/31     山梨県連盟設立準備委員会 山梨県甲府市 8名 

尾﨑晌、大澤勇人 1/21 ～ 1/22 島根県連盟設立準備員会 島根県松江市 5名 

後藤英伸、大澤勇人 3/25 ～ 3/26 第二回宮崎県連盟設立準備委員会 宮崎県西都市 6名 
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別紙 5 

本部道場時間割 

ク ラ ス 曜    日 時   間 道  場 

初心者クラス 

日曜日を除く毎日 午前 7:00〜 8:00 

２ 階 
土曜日は上記の他に 午前 9:30〜10:30 

月・水・金曜日 午後 5:30〜 6:30 

土・日曜日を除く毎日 午後 7:00〜 8:00 

    午前 6:30〜 7:30 

３ 階 

      8:00〜 9:00 

一般クラス   午後 3:00〜 4:00 

（日曜日を除く毎日）     5:30〜 6:30 

      7:00〜 8:00 

  土曜日は上記の他に 午前 10:30〜11:30 

日曜クラス 

(一  般） 午前 9:00〜10:00 
３ 階 

    10:30〜11:30 

(初心者） 午前 9:30〜10:30 ４ 階 

女子クラス 火・木曜日 午後 6:00〜 7:00 ２ 階 

女性講座 火・金曜日 午前 10:30〜11:30 ３ 階 

少  年  部 

日曜日（年少） 午前 9:00〜10:00 

２ 階 

     （年長）   10:15〜11:15 

火曜日（年少） 午後 3:30〜 4:30 

     （年長）   4:45〜 5:45 

金曜日（年少） 午後 3:30〜 4:30 

     （年長）   4:30〜 5:30 

土曜日（年少） 午後 1:45〜 2:45 

     （年長）   3:00〜 4:00 

茨城支部道場時間割 

曜    日 時   間 

月～土曜日 午後 7:00〜 8:00 

日曜日 午前 10:00〜11:00 
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別紙 6 

平成 23年度学校合気道実技指導者講習会実施要項 

 

１ 目  的  

平成 24年度より実施される中学校保健体育における武道の必修化を踏まえ、保健体育科教員及び 

運動部活動指導者(外部指導者を含む)に対し、合気道の指導者としての資質向上を図るための講義・ 

協議及び実技指導等を行い、学校における武道指導の充実に資する。 

 

２ 主  催      

文部科学省、財団法人合気会 

 

３ 期  間      

平成 23年 8月 17日(水) ～ 8月 18日(木)  

          

４  会  場    

  大阪府吹田市立武道館「洗心館」 

      〒565-0825 大阪府吹田市山田北 2－1 

      電 話 06－6877－6211  ＦＡＸ  06－6877－7375 

 

５ 参加対象      

中学校及び高等学校の保健体育科教員及び学校における運動部活動(合気道)の指導者(外部指導者 

を含む)。 

 

６ 内  容      

(1)解  説 「学校体育における武道指導の在り方について」 

文部科学省スポーツ・青少年局体育参事官付教科調査官   石 川 泰 成 

  (2)講義・ＤＶＤ上映 「合気道について」 

         財団法人合気会理事長 合気道道主            植 芝 守 央 

(3)講  義 「スポーツにおける頭部外傷の知識」 

国際武道大学スポーツトレーナー学科准教授        立  木  幸  敏 

  (4)実技 

① 「中学校体育授業における合気道指導について（体験授業）」  

武蔵高等学校中学校 講師                熊 澤 美裕紀 

② 「中学校体育授業における合気道指導について（研究授業）」 

         多摩大学目黒中学校・高等学校 保健体育科教員      井 上 卓 三 

         東京純心女子中学校・高等学校 保健体育科非常勤講師   湯 浅 安 貴 

③ 「中学校体育授業における合気道指導について（グループ別指導体験）」  

         武蔵高等学校中学校 講師                熊 澤 美裕紀 

         多摩大学目黒中学校・高等学校 保健体育科教員      井 上 卓 三 

         東京純心女子中学校・高等学校 保健体育科非常勤講師   湯 浅 安 貴 

                  合気道本部道場指導部師範                菅 原  繁  

         合気道本部道場指導部師範                 森  智 洋   
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(5)グループディスカッション 「中学校体育授業における合気道指導について」                    

  司会進行  

財団法人合気会 総務部                                栗  林   孝  典        

 

 

 

７ 日  程(案) 

13:00 13:20 13:30     15:00 15:10      15:40 15:50         16:50 

第１日 

8月 17日(水) 

 

 受 

 

 

 

付 

開 

 

講 

 

式 

解説 

【学校体育におけ

る武道指導のあり

方について】 

 

休 

 

 

 

憩 

講義 

ＤＶＤ上映 

【合気道につ

いて】 

 

休 

憩 

・ 

更

衣 

実技① 

【中学校体育授業におけ

る合気道指導について

（体験授業）】 

熊澤 美裕紀 

 

9:00  10:30 10:40       12:10 13:10       14:40 15:00      16:00 16:20 

第２日 

8月18日 (木)  

 

講義 

【スポーツ

における頭

部外傷の知

識】 

 

休

憩 

・ 

更

衣 

実技② 

【中学校体育授業に

おける合気道指導に

ついて（研究授業）】 

① 井上 卓三 

② 湯浅＋森 

昼 

 

 

 

食 

実技③ 

【中学校体育授業

における合気道指

導について（グル

ープ別指導体験）】 

休

憩 

・ 

更

衣 

グループディ

スカッション 

閉 

 

講 

 

式 

 

８ 参加申込等 

参加希望者は、別添「参加申込書」により FAX又は E-mailで以下に申し込むこと。 

《申込先》 

      財団法人合気会  FAX：03-3204-8145 

       E-mail：taiiku@aikikai.or.jp 

《申込期限》 

平成 23年 7月 30日(土) 

    《申込に関する問い合わせ先》 

      財団法人合気会 (担当：栗林、鈴木俊雄) 

                             TEL：03-3203-9236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aikido@aikikai.or.jp
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別紙 7 

    
平成 23年度 地域社会合気道指導者研修会 

        

出張者 開催地 期間 参加者 

多田宏 広島県(広島市) 6/18～6/19 50名 

植芝充央、日野皓正 岩手県（岩手市） 7/9～7/10 70名 

小林幸光、内田直人 富山県（高岡市） 7/9～7/10 60名 

栗林孝典、難波弘之、内田直人 東京都（足立区） 9/10～9/11 156名 

金沢威、小山雄二、德田雅也 千葉県（千葉市） 10/1～10/2 197名 

藤巻宏、日野皓正 栃木県（宇都宮市） 10/9 70名 

横田愛明、伊藤眞 山口県（山口市） 11/19～11/20 150名 

金沢威、日野皓正 秋田県（秋田市） 11/26～11/27 70名 

栗林孝典、櫻井寛幸、日野皓正 兵庫県（姫路市） 2/11～2/12 300名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 


