
道場名 道場責任者 URL
足立合気会 安達 昌人
東京武道館合気道研修会 福島 清三郎
合気道順風会 野口 勤 http://aikido-junpukai.la.coocan.jp/
道学館 西谷 君夫
合気道吾勝会 橘 保弘 http://www.agatsukai.com/
合気道北千住道場 堀越　祐嗣 http://www.horikoshidojo.com/
千住合気会 比企 弘治 http://senju-aikikai.jp/
東京消防庁合気道部会 永野 裕三
荒川合気会 酒井 光雄
荒川合気道同友会 綿引 徹 http://www7b.biglobe.ne.jp/aikido/
合気道石田塾 石田 道史 http://aikidoishidajyuku.web.fc2.com/
板橋区合気道連盟 原 達昭 http://aikiitabashi.web.fc2.com/
合気道心和会 國井 信明 http://shinwakai.org/
東京合氣道秀和会 北村 秀二 http://www.aikidoh-shuwakai.com/
江戸川合氣会 藤城 清次郎 http://www.edogawa-aiki.com/
西葛西合氣会 藤城 清次郎 http://www.edogawa-aiki.com/
パレストラ合気道クラブ 野本 純
合気道中葛西道場 田中 與三郎
合氣道木下道場 木下 悦子 http://aikidokdojo.wixsite.com/kinoshitadojo
合気道向日葵道場 宇田川 薫
大田区合気道会 尾﨑 晌 http://www.ota-ku-aikidogroup.com/
合気道八起会 山田 陽也 http://www.aikido-hakkikai.com/
仲池合気道同好会 嶺岸 正樹 http://aiki-nakaike.sakura.ne.jp/
葛飾合気会 田中 満夫 http://www.k-aiki.com/
合氣道土井道場 漆原 保 http://doidoujou.sports.coocan.jp/
新小岩合気会 大田 勤
城東誠和会 竹森 啓祐 https://sites.google.com/site/joutouseiwakai/
北区合気道会 阿出川 清 http://sports.geocities.jp/kitakuaikidokai/
合気道初心会 有末 隆雄 http://shoshin.simdif.com/
飛鳥合気道 寺門 信行 http://asuka-aikido.net/
江東区合気会 小林 正明 http://koto-aiki.moo.jp/
合氣道進藤道場 進藤 芳子 http://www.shindo-dojo.com/
深川合気会 相川 照雄 http://aikikai-fukagawa.com/
下町同好合気会 本田 廣 https://sites.google.com/site/sda2011aikido/
品川区合気道交友会 小川 高久 http://sports.geocities.jp/shina_kouyuukai/
合気道ふれあい塾 石橋 良一 https://www.aikido-fureaijuku.com/
合気道品川円明会 藤原 睦夫 https://sites.google.com/site/shinagawaenmeikai/
品川合気道愛好会 川尻 耕造
合気道 竹の氣クラブ 大崎 敏雄 https://www.takenoki.com/
渋谷区合氣道同好会 渡邉 隆志 http://www.shibuya-aikido.com/
守清館 溝口 守宏 http://shuseikan.dosanite.co.jp/
ＮＨＫ合気道部 荒木 庸子
合気道高城道場渋谷会 高城 寛子 http://www.1pac-doj.jp/
新宿合気会 周参見 紳次郎 http://shinjuku-aikikai.com/
東京都庁合気道部 富塚 康明
合気道鈴木道場 鈴木 順子 http://suzukidoujou.web.fc2.com/
合気道臥龍会 瀨川 一之 http://garyukai-aikido.com/
西新宿合気会 任田 浩一郎 http://www.nishiaiki.jp/
稲門合気倶楽部 西山 和夫 http://www.greencat.jp/tomon-aiki/htdocs/
習錬館道場 渋谷 力 http://shurenkan.sakura.ne.jp/aikido/
大久保合気道優愛会 尾島 薫 https://sites.google.com/site/ookuboaikidoyuaikai/
杉並合気会 大島 啓義 http://aiki.rash.jp/
荻窪合気道同好会 安威 恒太郎 https://sites.google.com/site/ogikuboaikidoclub/home
三井住友銀行合気道部 井本 隆幸
合気道泰門会 小柳 俊一郎 http://aikidoinagidojo.on.omisenomikata.jp/
合気道両国魂友会 山端 建治
八広合気道クラブ 正木 弘 http://yahiroaikido.web.fc2.com/
錦糸町合気道倶楽部 青木 哲郎 http://xn--bxqx6g4uzcmcd4q0jld56ae8an1k.com/
合気道本所道場 横山 喜一
合氣道浦上道場 浦上 豊 https://www.kokyuho.jp/
シビル合気道部 山口 高志
合気道朋清会 清水 康夫 http://houseikai.com/

「平成30年度東京都合気道演武大会」が11月23日(金・祝)に開催されます。
当日配布される大会プログラムに加盟団体情報が掲載されます。その内容をご確認下さい。
訂正・追加等がありましたら10月12日(金)までに事務局にご連絡下さい。Eﾒｰﾙ：tokyo-aikido@mbn.nifty.com

東京都合気道演武大会プログラム掲載用情報の確認について



祖師谷合気会 中村 文子 http://www.soshigaya-aikido.com/
用賀合気道クラブ 木内 公夫 http://home.e07.itscom.net/genki/aikido.htm
世田谷合気道クラブ 相原 鉦治 http://www.setagayaaikidoclub.com/
世田谷大原合気会 原 達昭 http://www.246.ne.jp/~tatuaki/en/
合気道れいめい会 荒井 清 http://aikido-reimeikai.jp/index2.php
世田谷合気道同好会 橘 保弘 https://setagaya-aikido.jimdo.com/?logout=1
正道友和会 石井 基雄 http://wj01ltd.amsstudio.jp/
合気道潮塾 澤 隆冶 http://www.sawaryuji.jp/
合気道諏訪道場 諏訪 雅俊 https://www.aikido-suwa.com/
合気道五十嵐道場梅ヶ丘教室 五十嵐 和男 http://home.att.ne.jp/moon/igarashidojo/
みずほ証券合気道部 増渕 徹 http://mizuhoaikido.web.fc2.com/
くさなぎ道場 坂坪 郁晃 http://doujou.net
千代田区合気会 山嶋 武 http://chiyoda.3.pro.tok2.com/
経済産業省合気道部 松浦 久夫
裁判所合氣道部 大沢 正一
国会合気会 東城 あさ
明治大学教職員合気道倶楽部 高浜 光信
城南合氣会 塩崎 省三
法務省合気道部 井上 信一
富士見合気道友会 笠原 恒幸 http://www.geocities.jp/hoseiaiki/fujimi/index.html
ＪＲ東日本合気道部 古舘 和弘
日本歯科大学OB教職員合気道部 吉野 勝久
絆・勝稲和合塾道場 藤谷 護人
中央区合気会 糸田 寛人 https://sites.google.com/site/chuuoukuaikidourenmei/
合気道銀座養正会 福澤 保夫
第一三共合気道部 竹下 剛司
大塚道場明道館 鈴木 孝 http://otsukadojo-aiki.wixsite.com/meidoukan/b
明清会 猪谷 一郎 http://www.asahi-net.or.jp/~bk2i-ssy/
三菱養和合気道塾 高野 清二 http://www.yowakai.org/school/seijin/aikido.html
池袋斉藤道場 斉藤 孝雄 http://www.toshima.ne.jp/~nakani_d/
池袋合気道同好会 鳥谷部 康夫 http://ikebukuro-aikido.jimdo.com/
高伝館池袋道場 今井 俊夫 http://www.geocities.jp/tainojoo/ikebukuro.html
三菱合気道部 高野 清二 https://mitsubishi-aikido.jimdo.com/
中野区合気道会 松本 肇
合気道大河原教室本教室 大河原 淳一郎 http://www007.upp.so-net.ne.jp/ohgawara/
合気道山口道場 山口 哲 http://www.yamaguchi-aikido.com/html/link/ln002jtext.html
合気道鍬守道場 鍬守 和徳 http://kuwamori-aiki.main.jp/
合氣道正和会 柴田 恭伸 http://www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/5601/
合気道研心会上石神井道場 畑山 憲吾 http://www.aiki-kenshinkai.com/
合気道練馬総合体育館道場 山嶋 武
合気道清進塾 武田 正行 http://www.netlaputa.ne.jp/~moriya/aiki/index.html
平和台合気道同好会 清沢 昭一
合気道三心会 熊澤 美裕紀
中村南合気会 黒沢 精司 http://nakamura-aiki.sakura.ne.jp/
合気道南田中道場 山嶋 武
文京区合気会 内山 清 https://bunkyoaikikai.wixsite.com/bunkyoaikikai
本富士合気会 深澤 壽一
修武館 高橋 武彦
合気道興隆会 飯野 卓史 http://aikidokoryukai.uijin.com/
茶友会 清野 晶子
港区合氣会 数家 誠司 http://www.minatoku-aikikai.com/
合氣道宇宙の会 神田 昌邦 http://aikisora.yuzu.bz/wp/
合気道麻布道場 高橋 直樹 http://www.5fret.com/aikido-azabu/
パシフィック合気道 ポール・ニューマン http://www.pacificaikido.com/
株式会社廣済堂合気道部 秋山 喜義
青山会 山宮 通弘 http://aikidoseizankai.com/
新星合気会 関根 史郎 http://shinseiaikido.com/
合氣道目黒道場 阿部 修 http://megurodojo.blogspot.jp/
合気道自由が丘道場 多田 宏
緑が丘合気会 岡田 康太郎 http://midorigaoka.iinaa.net/
合気道武蔵小山道場 三井 敏郎 http://www.maroon.dti.ne.jp/amkd/
合気道大都同友会大橋合気道クラブ 荒井 仁 http://ohasi-aikido.o.oo7.jp/
合氣道三田会研修塾 稲田 周平 http://www.mkjaiki.com/
合気道雄心会 中澤 孝弘 http://yushinkai.net/
あきる野市合気道連盟 天野 成子
稲城合気道研究会（A.K.I.稲城） 大塚 勉 http://www.aikidonetworks.org/inagi/
奥多摩合気道会 志村 寿隆
習錬館道場青梅支部 渋谷 力 http://takanokei.moo.jp/shurenkan/



合気道小金井武道館 奥村 雅史 http://www.koganei16okumura.jp/
合気道小金井同好会 安藤 哲郎 http://www.asahi-net.or.jp/~mr9t-andu/
国分寺合気会 菅原 憲二
小平市合気道連盟 先山 隆久 http://www.ne.jp/asahi/ryuzan/nobana/
鷹の台合氣道同友会 神谷 正一 http://sports.geocities.jp/aiki_takanodai/
如水合気道研鑽会 山口 博史
合気道小林道場 小林 保雄 http://www.kobayashi-dojo.com
おあしす合気会 大島 啓義 http://nukuiaikikai.web.fc2.com/
花小金井合気道『燦武館』 川口 耕司 http://riversunsun.p-kit.com/
立川市合気道会 森谷 倍己 https://tachikawaaikido.wixsite.com/mysite
合気道松風塾 宮崎 慎一郎
凌雲志 坂本 俊也
昭島合気道会 石間 武宏 http://akishimaaiki.c.ooco.jp/
合気道調和会 谷村 進一
多摩合気会 藤野 弘雅 http://www.tama-aiki.com/
調布合気道会 石原 忠男 http://chofu-aikido.jp/
ＮＴＴ東日本東京合気道部 井阪 有一
春風合気道会 伊師 将登 http://harukaze.sunnyday.jp/
多摩川合気道会 北川 太一 http://www.aikido.rgr.jp/
あおぞら合気道 小松 茂夫 http://aozoraaiki.web.fc2.com/
八王子市合気道連盟 佐原 文東
合気道武蔵塾羽村合気クラブ 青木 岳彦 http://aikimusashi.web.fc2.com/
七曜会 阿部 昭
東村山市合気道会 永瀬 辰雄 http://www.geocities.jp/higashimurayama_aikidokai/
東大和市合気道会 吉川 五郎 http://www.ikido.co.jp/
東大和円心会 桑原 博視 http://www.asahi-net.or.jp/~dp9k-kwhr/
日野合気会明翔 齋藤 治雄
仁合気の会 寺﨑 良仁 https://zin-aikinokai.crayonsite.com/
府中合気会 三ツ木 洋一 http://hw001.wh.qit.ne.jp/tantan22/
武蔵府中合気道同好会 高濱 光信 https://sites.google.com/site/musashifuchuaikidoclub/
町田合気会 松岡 彰彦 http://shintam.o.oo7.jp/1sinkan/
合気道町田教室 山本 亘 http://machida-aikido.o.oo7.jp/
合気道・武友会 鈴木 英彦 https://aikido-buyukai.jimdo.com/
合気道新川塾 田端 泰 http://aikido-shinkawaclub.jp/
武蔵野市合気道連盟 村尾 泰隆 http://www.musashino-aikido.org/
東海大学望星塾合気道教室 内田 伸治 http://www.tokai.ac.jp/bosei/1-html/sports-aikido.html
武蔵村山合気道会 佐久真 正晃 http://www.mm-aikido.com/
合気道三澤塾 三澤 秀文 http://www.bb.din.or.jp/~mk44/
合気道七舟会 小川 隆司


