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団　　体　　名

代　表　者 氏　　名 郵便番号 住　　　　　　　　所 電　話　／　ＦＡＸ

中央区太極拳連盟 ℡０３－５５６６－１３１９

大塚　かづ子 F　０３－５５６６－８３６６

中野区太極拳協会 ℡０３－５９８８－２３１７

中村　富子 F　０３－５９８８－２３１７

世田谷区武術太極拳連盟 ℡０４５－９１３－８２５２

山口　拓 F　０４５－９１３－８２５２

台東区武術太極拳連盟 ℡０３－３８４４－３６２０

沢田　文七郎 F　０３－３８４４－３６２０

足立区武術太極拳連盟 ℡０９０－８５８７－６５６２

浜崎　健一 F　０３－５６１６－２６２４

杉並区太極拳連盟 ℡０３－３３９１－３５１５

下川　和久 F　０３－３３９１－３５１５

江東区武術太極拳連盟 ℡０３－３６４４－９４６０

尾崎　早瑠子 F　０３－３６４４－９４６０

渋谷区太極拳連盟 渋谷区代々木3-6-1 ℡03－6276－8892

立石　朝士 ワコーレ代々木Ⅱ　２０６号室 F　03－6276－8892

板橋区武術太極拳連盟 ℡０３－６７８９－６３９９

下村　博文 F　０３－６７８９－６３９９

港区武術太極拳連盟 ℡０９０－６５０１－４９８８

大塚　たかあき F　０３－３７５５－２１９５

品川区武術太極拳連盟 ℡０８０－６７８１－９０６４

今川　正子 F　０５０－３７３０－０８０５

大田区武術太極拳連盟 ℡０３－３７６５－２２３３

関根　等 F　０３－３７６５－２２３３

江戸川区武術太極拳連盟 ℡03-5879-3891

島村　和成 F　03-5879-3896

多摩市太極拳連盟 ℡０４２－３５６－２０３１

安藤　育子 F　０４２－３５６－２０３１

西東京市太極拳連盟 ℡０４２－４５２－６１１５

関　　忠良 F　０４２－４５２－６１１５

小平市武術太極拳連盟 ℡０４２－３４１－７２０９

川端　智子 F　０４２－３４１－７２０９

八王子市武術太極拳連盟 ℡０４２-６７９－１７０６

石川　英里子 F　０４２－６７９－１７０６

小金井市太極拳協会 ℡０４２－３８５-００５６

篠崎　潔 F　０４２－３８５-００５６

立川市武術太極拳連盟 ℡０４２－５２８－１１３７

金刀　督純 F　０４２－５２７－４７９５

三鷹市武術太極拳連盟 ℡０４２６－５１－３４７６

宍戸　治重 F　０４２６－５１－３４７６

町田市武術太極拳連盟 ℡０４２－７２５－３３０４

上島　比都美 F　０４２－７２５－３３０４

日野市武術太極拳連盟 ℡０４２－５８７－２２００

三枝　平八 F　０４２－５８７－５１６６

武蔵野市武術太極拳連盟 ℡０３－３９２０－７７６０

山下　倫一 F　０３－３９２０－７７６０

東村山市太極拳連盟 ℡０４２－３０９－３１４０

芹澤ヨシ子 F　０４２－３０９－３１４０

昭島市武術太極拳協会 ℡042-542-4571

谷内　久恵 F　042-542-4571
昭島市宮沢町512
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北村　信子

増田　文子
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芹澤ヨシ子
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木山　啓子
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川端　智子

石川　英里子

篠崎　潔

田中　礼子
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151-0053

174-0051
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225-0003岩田　崇江

12

沢田　文七郎

松本　まどか

下川　和久

本田　弘子

10

161-0031

104-0041 中央区新富１－６－１４

新宿区西落合2－１９－９－505

連　　　　　　　　　　絡　　　　　　　　先

横浜市青葉区新石川３－２０－
１－５０２

台東区西浅草２－３－２

足立区大谷田１－１－２－１３０４

八王子市上柚木3-19-2-303
菊谷様方

小金井市前原町４－２
ウエスト小金井1－207

大田区大森西1－9－19－206

東京都武術太極拳連盟連絡先名簿

1

2

大塚　かづ子

中村　富子

小平市鈴木町１－２２８-６

品川区平塚2－1－1－502

杉並区荻窪5-14-4
荻窪武蔵野ﾏﾝｼｮﾝ304

江東区南砂２－２１－１０

江戸川区西松川町22-4

立川市栄町3-10-1

板橋区小豆沢２－３０－９

多摩市和田１５９１－３０７

西東京市南町5-26-6

港区芝浦1－16－1
港区スポーツセンター　港区体育協会内

東村山市青葉町２－３５－５－１０３

練馬区関町北３－２０－３３－
１０３

町田市中町４－５－１０

日野市多摩平６－３８－５

三鴨　幸子

上島　比都美

古賀眞知子

八王子市下恩方町８５４

194-0021

191-0062
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東京太極拳協会 ℡０３－３８４５－９０７１

森田　省吾 F　０３－３８４５－９０７２

日中太極拳交流協会 ℡０３－３８１４－６７６７

江田五月 F　０３－３８１４－６７６７

日本女子太極拳クラブ ℡０９０－９００８－３１２１

武田　幸子 　F  　　な　し

無拳無意求太極会 ℡０３－３６４４－７５１４

尾崎　早瑠子 F　０３－３６４４－７５１４

剛　柔　拳　舎 ℡０３－５５６６－１３１９

大塚　かづ子 F　０３－５５６６－８３６６

日本花架拳学会 ℡０３－５３００－８９００

吉川　昌代 F　０３－５３００－８９００

東京中国武術協会 ℡０３－５３７０－２３３８

谷川　　大 F　０３－５３７０－２３３８

全日本太極拳協会本部 ℡０３－３４３７－３９９１

中野　泰次 F　０３－３４３７－３９９２

　　　りそな銀行・東京中央支店

　　　(特非）東京都武術太極拳連盟・事業部

　　　　　　　受検に伴う事前講習受講等

　　　　　　りそな銀行・東京中央支店

3

4

5

　　　普通預金　№５７３８８１４ 　　　　　　普通預金　№５７３８８０６

足立区西新井栄町1-17-20
ﾚｺｼﾃｨ・ﾌﾟﾗｲﾑ314　大越様方

江東区北砂６－１１－６

中央区新富１－６－１４

　　　　　　(特非）東京都武術太極拳連盟・検定部

　東京都武術太極拳連盟　指定口座

　　　　◎年会費、大会出場料 　　　　　　◎各種受験料、登録料

　　　　　都連主催各種講習会受講料等

世田谷区松原３－２７－１３
桑原様方

杉並区宮前町３-８-９
コーポ市川２０２

港区浜松町1-9-12
中野ﾋﾞﾙ2F

武田　　久

中野　泰次

1１２-000４

1１１－0035
台東区西浅草2－6－2
プロメッカセンタービル4階

文京区後楽１－５－３
日中友好会館内

連　　　　　　　　　　絡　　　　　　　　先

6

7

8

東京都武術太極拳連盟連絡先名簿

1

2

森田　省吾

村田　省一

105-0013

156-0043

168-0081

赤沢　依美

尾崎　早瑠子

大塚　かづ子

123-0843

136-0073

104-0041

吉川　昌代


