
平成２８年度公認団体一覧

北海道
道場団体名
札幌合気道会厚別区体育館 合気道釧路道場
札幌合気道会北区体育館 士別合気会
札幌合気道会清田区体育館 千歳合気会
札幌合気道会中央体育館 苫小牧合気会天心塾
札幌国際合気会(中島体育センター) 合気道函館道場函館市民体育館
札幌国際合気会(伏見中学校) 合気道函館道場函館工業高校
北都真武会 合気道室蘭道場
札幌合気道会手稲区体育館 胆振合気会
札幌国際合気会(きたえーる) 様似合気会中島道場
札幌合気道会東区体育館 天北合気道場
合気道旭川道場 オホーツク中湧別道場
岩見沢合気道会

青森県
道場団体名
青森道場 高伝館一盃森道場
合氣光林館道場 合氣道青森県武道館道場
八戸道場八戸市武道館 大湊道場むつ教室
八戸道場是川公民館

秋田県
道場団体名
合気修練道場 能代合気会
武産塾合気道修練道場 飯田川潟上合気会
秋田県立武道館道場 ＵＧＯ合気道教室

岩手県
道場団体名
岩手県営武道館合気道場 合氣工房宮古塾(シーアリーナ多目的体育館)
盛岡西道場 合氣工房宮古塾(河南中学校)
合気道奥州道場一関教室 宮古道場
合気道水沢道場 岩手山麓合気道日高道場
合気道奥州道場前沢教室 大槌真武塾道場
合気道奥州道場江刺教室 合気道大槌道場
合気道釜石道場 山田道場
岩手釜石玄武館道場

山形県
道場団体名
合気道山形道場 合気道鶴岡道場朝暘武道館教室
合気道上山道場 合気道鶴岡道場
合気道寒河江道場 合気道米沢道場
合気道酒田道場 合気道真室川道場
合気道新庄道場

宮城県
道場団体名
S.C合気道教室 みなと合気道教室
合氣道神武錬成塾荒巻教室 合気道潜龍会岩沼道場
合気道真澄会 大崎合気会古川道場
仙台市武道館合気道教室 合氣道神武錬成塾石村道場・古川北中学校
仙台北辰合気会 合氣道神武錬成塾石村道場・古川武道館
合氣道神武錬成塾泉教室 合氣道神武錬成塾古川道場
万象館 合氣道神武錬成塾角田教室
洗心塾修練道場 多賀城合気道道場
宮城県武道館合気道教室 合氣道神武錬成塾名取教室
宮城県武道館合気道子供教室 合気道潜龍会名取道場
合氣道惟神会 矢本武道館道場
合氣道神武錬成塾茂庭台教室 合気道上善塾女川道場
合気道潜龍会八本松道場 合氣道神武錬成塾富谷教室
合氣道神武錬成塾仙台南道場 合氣道神武錬成塾大河原教室
合気道根本道場 浜風合気会槻木中学校道場



宮城野合氣修練道場 大崎合気会小牛田道場
合氣道琉心美会 合氣道神武錬成塾利府道場
合気道浄心会 合氣道神武錬成塾亘理教室
石巻市総合体育館道場 合気道潜龍会亘理道場

福島県
道場団体名
合氣道福島武道館 喜多方合気道教室
合氣道飯坂道場 郡山合気会
会津若松合気道教室 合気道安積道場
会津若松合気道研究会 虎丸道場
いわき合気会いわき道場 合気道白河道場
合気道東湖塾 合気道須賀川道場
鈴門会合気道いわき道場平教室 相馬合気道教室
いわき合気道クラブ 田村道場
平合気道教室 合気道二本松道場
いわき市南部合気道教室 合氣道神武錬成塾原町教室
零門合気道 鈴門会合気道永瀬道場
合気道四倉教室 猪苗代合気道会

茨城県
道場団体名
水戸合気会市民クラブ 合気道つくば修練会
水戸合気会千波クラブ 土浦つくば合気会
水戸合気会常澄クラブ 取手合気会
石岡道場 ひたちなか合気会水木合気道クラブ
江戸崎合気会 ひたちなか合気会常陸大宮合気道クラブ
合気道広沢塾 ひたちなか合気会勝田合気道クラブ
岩間合気道スポーツ少年団 ひたちなか合気会那珂湊合気道クラブ
笠間市体育協会合気道部笠間教室 守谷合気道クラブ
笠間市体育協会合気道部岩間教室 曙合気道クラブ
かすみがうら合気会 一心館道場合気道部
合氣道渡良瀬道場 ひたちなか合気会東海合気道クラブ
つくば牛久合気道友会

栃木県
道場団体名
小山合気会小山道場 合気道春風会-那須道場
小山合気会佐野道場佐野武道館 合気道春風会-黒磯道場
小山合気会栃木城内道場

群馬県
道場団体名
前橋市民合気会 高崎市勤労青少年ホーム合気道教室
薫風館 館林合気道クラブ
伊勢崎市民合気会南支部 藤岡市民合気会山徳道場
太田市民合気会 合気道荒井道場 健和館
渋川合気会 合気道嬬恋道場
合気道山徳道場 吉岡町合気道教室

埼玉県
道場団体名
浦和合気会本部 せんげん台道場
Ａ＆Ｐ合気道石垣道場 坂戸合気会
合氣道猿田彦道場 合気道研心会坂戸道場
合気道浦和尾又道場 幸手合気道会
大成合気道会 狭山市合気道教室
合気道桜道場 合気道研心会狭山やよい会
浦和合気会桜支部 合気道研心会狭山台道場
合気道六合館与野道場 合氣道修練道場自然館
合気道大宮道場大宮武道館 合気道大島道場入曽支部道場
合気道大宮道場大宮体育館 志木合氣会
大宮合気道倶楽部 草加合氣道研究会
ビタース合気道クラブ 草加竹内合気道会
大宮西部合気道会 Ａ＆Ｐ合氣道田口道場草加松原道場
浦和合気会岩槻支部 草加合氣道研究会草加中学校教室



上尾合気会 合気道小林道場所沢道場
Ａ＆Ｐ合氣道｢空(ＫＵ)の会」 合気道研心会所沢きさらぎ会
入間幸武館道場 合気道研心会並木合気道クラブ
合気道研心会入間市合気道会 合気道大島道場本部道場
合気道研心会入間鍵山合気道会 蓮田合気会
合氣道明心会 合氣道関道場
合気道大島道場入間道場 合気道小林道場飯能道場
合気道桶川愛氣会桶川道場 熊谷合氣研究会羽生教室
春日部合気道教室武道館道場 深谷合気会
堀越道場(春日部) 神明塾
春日部合気道教室庄和体育館道場 合気道上福岡道場
加須市合気道会 合気道研心会ふじみ野道場
西川口合気道クラブ 本庄合気会
六合館道場 合気道和光道場
蕨尾又道場 蕨合気道会蕨市民体育館
川口芝合気会 蕨合気道会蕨市立第二中学校
新郷合気会 無為会蕨市民体育館
Ａ＆Ｐ合氣道大関道場 無為会第二中学校
Ｊ１合気会十二月田中学校 合気道研心会三芳合気道会
合気道川越道場 大利根合気道同好会
合気道研心会本川越道場 合気道彩新道場
合気道大島道場川越支部道場 合氣道健武館
合気道北本愛氣会 合気道研心会鳩山町合気道会
熊谷合氣研究会行田教室 合氣道川島町同好会
久喜合気道同好会 宮代合気道会
熊谷合氣研究会熊谷教室 白岡合気会
合気道越谷道場 志念会
合気道南越谷道場

千葉県
道場団体名
千葉合気道館穴川道場 松心館鳴浜体育館
千葉合気道友会 朋清会白井道場
合氣道弘龍會明心館道場 合氣道円水会
合氣道弘龍會千葉市武道館教室 八日市場合気道会
合気道雅会 袖ケ浦合気会
合氣道翔道会 市原合気会長浦教室
合気道花見川道場 安房館山道場
千葉合気道館小倉台道場 銚子合気道会
我孫子合気会白山道場 北総合気会富里道場
合氣道弘龍會我孫子教室 流山合気道同好会
我孫子合気会我孫中道場 流山合気会
里見八顕会本部 成田合気道友会
ジュニア合気道クラブ 野田合気会
国府台合気道クラブ 野田市合気道同友会総合公園体育館
市川塩浜道場 野田市合気道同友会北部中学校
市川行徳道場 船橋合気道道友会
市原合気会八幡教室 船橋合気会
北総合気会市原道場 船橋西部合気会
市原合気会有秋教室 合気道藤浪道場
袖ケ浦合気会市原支部道場 船橋金杉台道場
市原合気会女性教室 合気道瀧田塾
印西木刈道場 合気道れんしん会
印西松山下道場 船橋薬円台道場
合気道浦安道場中央武道館 青雲塾
合気道浦安道場富岡中学校 北総合気会八街道場
合気道浦安道場堀江中学校 八千代合気会八千代市市民体育館
柏合氣会柏道場 八千代合気道友会
柏合氣会中原道場 合気道八千代円明会
輝隅塾 八千代合気会八千代市総合生涯学習プラザ
合気道研修館 八千代合気会八千代市適応支援センター
柏合氣会少年部 八千代合気道友会勝田台中央公園小体育館
鎌ケ谷合気会 四街道合気会
合気道清明塾 合氣道命炎塾
佐倉合気会佐倉市民体育館 松戸市役所合気道部
北総合気会山武道場 JFE千葉合気道部



松心館道場

東京都
道場団体名
足立合気会 大泉学園町合気会
合氣道順風会 中村南合気会
千住合気会江南道場 合気道研心会大泉学園道場
道学館 合気道南田中道場
千住合気会元町道場 文京区合気会
合気道吾勝会綾瀬道場 明清会春日合気会
合気道吾勝会五反野道場 明清会小関水合気会
合気道吾勝会総スポ道場 小石川合気道クラブ
合気道北千住道場 本富士合気道会
荒川合気会町屋道場 合気道鈴木道場文京区立本郷台中学校
荒川合気会光道場 港区合気会
荒川合気会千住道場 合氣道宇宙の会
荒川合気道同友会 青山会
合気道石田塾 合気道麻布道場
高島平合気会高島第三中学校 新星合気会
東板橋合気会 合氣道目黒道場
上板橋合気会 目黒中央体育館合気道教室
高島平合気会高島第二中学校 緑が丘合気会
板橋区合気会 合気道自由が丘道場
合気道心和会東板橋教室 合気道大都同友会大橋合気道クラブ
合気道心和会小豆沢教室 合気道武蔵小山道場
合気道心和会高島平教室 合氣道三田会研修塾
合気道小林道場上板橋道場 守清館中目黒道場
合気道心和会向原教室 合気道昭島雄心会
東京合氣道秀和会 合気道三澤塾昭島道場
合気道鈴木道場東板橋体育館 武産合気龍山会龍山荘道場
志村合気道会 武産合気龍山会秋川体育館道場
江戸川合氣会 青梅合気会
西葛西合氣会 奥多摩合気道会
パレストラ合気道クラブ 合気道小金井同好会
合気道北斗七星会 合気道小金井武道館
合気道元氣道場 国分寺合気会
合気道中葛西道場 武産合気龍山会小平市総合体育館道場
顕心館道場 合気道小林道場小平道場
合気道向日葵道場 鷹の台合氣道同友会
大田区合気道会 高伝館花小金井道場
合気道八起会 合気道紫水会松風塾多摩工業高校
仲池合気道同好会 七曜会小平道場
西馬込合気道会 合気道研心会狛江道場
大森第三中学校合気道会 立川市合気道会
葛飾合気会 合気道調和会
合氣道土井道場 合気道紫水会松風塾立川市練成館
新小岩合気会（一般部） 昭島合気道会
合気道あゆみの会 合気道小林道場立川教室
城東誠和会亀有道場 凌雲志
城東誠和会青戸道場 合気道三澤塾砂川道場
新小岩合気会（少年部） 多摩合気会永山道場
北区合気道会 多摩合気会桜ケ丘道場
荒川合気会滝野川道場 調布合気道会八雲合気道
荒川合気会神谷道場 調布合気道会神代合気道
合気道初心会 調布合気道会柏野合気道
江東区合気会深川スポーツセンター 調布合気道会国領合気道
江東区合気会江東区スポーツ会館 調布合気道会染地合気道
深川合気会 調布合気道会ふれあい合気道
合氣道進藤道場 調布合気道会つつじヶ丘合気道
品川合気道愛好会 調布合気道会西調布合気道
品川区合気道交友会品川区立総合体育館 調布合気道会石原小合気道
品川区合気道交友会品川区立戸越体育館 調布合気道会調布ヶ丘合気道
合気道ふれあい塾 調布合気道会北部合気道
合気道品川円明会 仙川合気道春風
渋谷区合氣道同好会 あおぞら合気道
紘武館道場合氣道部 合気道小林道場ひばりヶ丘道場



渋谷笹塚合気道クラブ 花小金井合気道教室 燦武館
渋谷恵比寿合気道クラブ 合気道八王子合気会
合気道高城道場渋谷会 合気道八王子道場
渋谷SPC合気道クラブ 南大沢尾又道場
守清館 多摩合気会北野道場
新宿合気会コズミックセンター道場 多摩合気会南大沢道場
新宿合気会スポーツセンター道場 清心館道場
西新宿合気会 合気道武蔵塾羽村合気クラブ
合気道鈴木道場新宿スポーツセンター 七曜会東久留米道場
合気道臥龍会 合氣求和会前沢道場
大久保合気道優愛会 合気道小林道場東村山道場
杉並合気会 東大和市合気道会東大和市民体育館
荻窪合気道同好会 東大和市合気道会清原市民センター
合氣道隆氣館 日野合気会明翔
合気道両国魂友会 合気道日野雄心会
合気道本所道場 府中合気会
錦糸町合気道倶楽部 合気道小金井武道館府中道場
世田谷合気道クラブ 合気道小林道場府中道場
祖師谷合気会 町田合気会
成城合気道クラブ 合気道町田教室
用賀合気道クラブ 多摩合気会町田道場
朋清会等々力道場 合気道三鷹市役所教室
大原合気会桜上水 合気道新川塾
大原合気会北沢クラブ 合気道月窓寺道場
合気道八幡山道場 東海大学望星塾合気道教室
世田谷合気道同好会弦巻道場 合気道武友会
合気道潮塾 武蔵野合気道教室
世田谷合気道同好会駒沢道場 桜堤合気会
合気道れいめい会 武蔵村山合気道会
正道友和会桜上水道場 合気道三澤塾武蔵村山道場
大原合気会千歳烏山 合気道七舟会
合気道梅ヶ丘教室 ＮＨＫ合気道部
合気道れいめい和の会 ソニー合気会
正道友和会千歳船橋道場 裁判所合氣道部
荒川合気会台東道場 理双会
くさなぎ道場 JFEシビル合気道部吾嬬第二中学校
中央区合気会佃道場 東京インターナショナルスクール(TIS)
中央区合気会浜町道場 東京アメリカンクラブ(TAC)
千代田区合気会 ブリティシュスクールイントウキョウ(BST)
城南合氣会 ザ・モンテソーリ・スクールオブトウキョウ(MST)
合氣道正和会武道館道場 株式会社廣済堂合気道部
華凜会 如水合気道研鑽会
明清会池袋合気会 合気道国分道場
明清会豊島合気会 みずほ証券合気道部
大塚道場明道館 富士見合気道友会
池袋斉藤道場 JFEシビル合気道部両国中学校
三菱養和武道スクール合気道塾 ＮＴＴ東日本東京合気道部
池袋合気道同好会 宏心会武蔵野総合体育館
合氣道正和会池袋道場 東京消防庁合気道部会
高伝館池袋道場 三菱合気道部東京本部
中野区合気道会中野教室 明治大学教職員合気道倶楽部
中野区合気道会江古田教室 経済産業省合気道部
中野区合気道会本町教室 宏心会東京大学駒場キャンパス
中野区合気道会江原教室 第一三共合気道部
合気道大河原教室本教室 公認会計士協会合気道同好会
合気道山口道場 法務省合気道部
合気道練馬総合体育館道場 ＪＲ東日本合気道部
合氣道正和会石神井道場 東京税理士会麻布支部合気道部
合気道鍬守道場 茶友会
合気道研心会上石神井道場 聖心インターナショナルスクール
合気道清進塾

神奈川県
道場団体名
合気道青葉塾道場 合気道錬成会高津スポーツセンター
合気道春水道場もえぎ野中学校 向ケ丘古舘合気道道場



旭合気道クラブ 合気道研心会登戸道場
二俣川合気会 合気道幸徳会修養塾（多摩スポーツセンター）
合気道研心会横浜いずみ道場 合気道元住吉道場
合気道横浜根岸道場 合気道研心会武蔵新城道場
磯子合気会 武蔵小杉合気道会
横浜ベイサイド合気会 合気道春水道場宮前平中学校
浜風合気会根岸中学校コミュニテイハウス 合気道幸徳会修養塾（宮前スポーツセンター）
たきがしら合気会 合気道春水道場ゆりかご幼稚園
浜風合気会森中学道場 合氣道相模誠心会田名道場
合気道緑水会六角橋中学校 合気道大河原教室相模原分教場
アイキ健芯クラブ 合気道橋本道場
合気道継正会六角橋中学校格技場 合気道相模和道会
八景合気会（A.K.I.八景） 合気道小田急相模原教室
浜風合気会富岡東中学校道場 合気道高城道場・合気道わんぱく道場
桜台合気道クラブ 合氣道漸進会相模原
みなと合気道会東永谷中学校道場 合気道相模和道会靖和道場
横浜国際合気道会 合気道藤野町道場
合気道緑水会神奈川県立武道館 合気道諏訪道場
本郷台合気会 合気道相武台教室
合気道大都同友会横浜都筑合気会 合気道松楓会（逗子）
戸塚合気道教室 A.K.I.逗子（アリーナ道場）
Ａ.Ｋ.Ｉ.本部武田道場 茅ヶ崎合気会
みなと合気道会吉田中学校道場 合気道研心会秦野ロイヤル道場
合気道横浜仲尾台道場 平塚合気会
浜風合気会仲尾台中学校コミュニティハウス 湘南翡翠合気道クラブ
合気道上野道場 藤沢合気道会（A.K.I.藤沢）
横浜南合気会南中学校格技場 藤沢合気道倶楽部
横浜南合気会南ヶ丘中学校格技場 合気道辻堂道場
合気道継正会南中学校格技場 A.K.I.湘南台
合気道厚木東道場 A.K.I.鵠沼
A.K.I.厚木 合氣道三浦
合気道自灯館道場 A.K.I.三崎三浦臨海高校
合気道研心会厚木林倶楽部 合気道足柄聖気館南足柄市体育センター
あつぎ相生塾 大和スポーツセンター合気道教室(大和合気道クラブ)
合気道研心会猿ヶ島倶楽部 横須賀合気道友之会
合気道本厚木教室 A.K.I.追浜
合気道研心会湘北厚木合気会 沼田道場（A.K.I.横須賀）
合気道研心会厚木南毛利倶楽部 久里浜合気会
綾瀬市合気会 合気道野比道場
合気道研心会伊勢原市合気道会 合気道祥英会
合気道研心会愛甲石田道場 春陽会
海老名市合気会 合気道横須賀
合気道海老名教室 愛川合気道会
城下町合気道(小田原道場) 合気道足柄聖気館松田中学校武道場
鎌倉合気道会(A.K.I.笹目) 真鶴合氣道塾
A.K.I.鎌倉 寒川合気会
鎌倉若宮合気会 相模合気会
鶴岡八幡宮研修道場合気道科 二宮合気会
合気道麻生同心会 葉山町合気会葉山中学校
合気道錬成会麻生スポーツセンター 葉山町合気会一色小学校
合気道研心会柿生道場 富士通合気道部
多摩合気会新百合ヶ丘道場 国立印刷局合気道部
幸優氣会渡田中学校武道場 大船合氣
合気道唯心館杉野道場 東芝合気道部東芝小向工場
幸優氣会川崎市石川記念武道館 川崎市役所合気道部
合気道幸徳会 ＩＨＩ合気会
幸優氣会大師中学校武道場

山梨県
道場団体名
合気道三澤塾甲府道場 山梨行徳館道場
甲和会 浅川教室
合気道三澤塾甲斐道場

新潟県
道場団体名



新潟合気会新潟合気倶楽部 合気道新潟県央会三条合気道会
新潟合気会巻道場 新潟合気会新発田教室
越心館 合気道新潟県央会佐々木合気道会
新潟合気会水原道場 合気道新潟県央会燕合気道会
新潟合気会柏崎道場 合気道新潟県央会吉田合気道会
新潟合気会加茂道場 長岡市合気会

富山県
道場団体名
富山合気会 合気道弘和会魚津道場
合氣道道文館富山北支部 合気道悠風館小矢部合気会
合氣道道文館富山堀川支部 合気道弘和会富山黒部道場
合氣道道文館富山五福支部 黒部合気会
合氣道道文館富山南支部 合氣道道文館砺波支部
合氣道道文館婦中支部 合気道悠風館高岡道場
合気道悠風館富山道場 合氣道道文館高岡支部
合氣道道文館富山新庄支部 合氣道道文館滑川支部
合氣道道文館総本部 合気道悠風館射水道場
合氣道道文館新湊支部

石川県
道場団体名
合気道修徳館 奥能登合氣会
合気道七尾道場

福井県
道場団体名
福井円融会福井道場 福井円融会春江道場
福井円融会県立武道館道場 福井合気会丸岡道場
愛結会福井道場 谷神会福井合気道錬成会丸岡武道館
谷神会福井合気道錬成会福井県立武道館 合気道福井合気会
福井円融会越前市道場 愛結会敦賀道場
愛結会武生道場 愛結会今庄道場
福井合気会今立合気道クラブ

長野県
道場団体名
長野合気会上松道場 炁合氣塾塩尻道場
合気道佐久道場長野支部長野合気道会 諏訪合気会諏訪市武道館
合気道自在館田中道場 合気道自在館須坂道場
長野合気会東和田道場 合気道佐久道場千曲支部千曲合気道会
合気道穂高道場 合気道蓼科道場
長野至水会安曇野支部 合気道佐久道場茅野支部茅野合気道会
長野至水会堀金道場 合気道自在館中野道場
長野至水会三郷道場 合気道千帆の館
信州直流塾明科教室 公和館道場
合気道千帆の館豊科道場 公武館道場
下里朝水道場錬成道場 合気道松本道場
合氣道伊那道場 旭町道場
上田合気会 信州直流塾清水中学校教室
合気道松本道場支部大町道場 合気道共生塾
諏訪合気会岡谷市民体育館武道場 原村合気道会
合気道佐久道場 炁合氣塾山形道場
合気道佐久道場佐久支部佐久合気道会 三菱合気道部長野支部
下里朝水道場塩尻教室

岐阜県
道場団体名
合気道岐阜一元会美濃道場西部 合気道田中道場
合気道岐阜一元会美濃道場北部 奥飛騨円心会高山道場
合気道岐阜一元会岐阜駅道場 合氣道直心塾
相和道場 合気道多治見道場
合気道岐阜一元会大垣道場 奥飛騨円心会古川道場
合気道岐阜一元会大垣道場水曜会 奥飛騨円心会神岡道場
かがみ野合気会各務原教室 瑞浪道場
合気道可児道場 一宮合気会岐阜道場



かがみ野合気会可児教室

静岡県
道場団体名
合気道石芯塾静岡合気会 合気道石芯塾沼津合気会
清水合気会中村道場 合気道石芯塾沼津童夢の会
蒲原合気会 遠州浜松合気会北部中学校
大仁合気会 武友館 袋井合気道場
伊豆至誠会韮山道場 富士合気会富士柔剣道場
合氣道場東氣会伊豆高原支部 富士合気会富士中学校
合氣道場東氣会伊東支部 合気道石芯塾富士童夢の会
合気道石芯塾磐田合気会 藤枝合気会
北総合気会浜名湖道場 富士宮合気会
御殿場合気会市民体育館 合気道石芯塾三島合気会
御殿場合気会御殿場南高校 焼津合気会
島田合気会 伊豆至誠会函南道場
下田合気会 合気道石芯塾函南合気会
裾野昭武会 長泉合気会
裾野合気会

愛知県
道場団体名
北スポーツセンター合気道教室 下原道場
合気道昭和道場 央名会氣守道場
合気道吹上道場 尾張合気会鷹来合気道場
合氣道名古屋道場 尾張合気会春日井知多道場
名古屋合氣会誠和会 央名会合気道高蔵寺道場
名古屋合氣会田代道場 皇武塾刈谷道場
合気道円悠会千種支部 東海合気会師勝支部
央名会藤巻道場 小牧合気会小牧道場
合気道天白道場 小牧合気会桃花台道場
明倫塾 一宮合気会本庄道場
合氣道鉄石会 小牧合気会レディースクラブ
合気道円悠会中村支部 合気道瀬戸義塾
三島記念館 知多合気道クラブ
皇武塾中村支部 央名会三河合気道研究会合気道浄勢館道場
皇武塾枇杷島支部 央名会合氣道津島道場
皇武塾天神山道場 藤浪塾合気道場
合気道円悠会緑支部 東海合気会東海市支部
合気道滝ノ水道場 豊川合気会合気道伊東道場
合気道士道館名古屋道場 合気道志道会豊川道場
合気道円悠会中川支部 豊田合気道皇道館道場
大手前学院合気道教室 合気道豊田葵道場
合気練成会高柳道場 ゆうき館道場
央名会合気道愛合教室 央名会三河合気道研究会三河合気水交クラブ
一修会 合気道志道会豊橋道場
合氣道清和塾永和道場 阿久比合気道
木田塾道場 半田合気道クラブ
安城合気道皇道館道場 合氣道藤流館
一宮合気会合気道場 西尾修練道場
清流館稲沢道場 清流館弥富道場
大縣神社合気道同好会 央名会合氣道子平塾蟹江道場
合気道恵山道場 大治町合気道スポーツクラブ(大治町スポーツセンター)
名古屋合氣会大府初心塾 八ツ屋合気道クラブ
岡崎合気道皇道館道場 大治町合気道スポーツクラブ(大治中)
あさひ会 幸田合気道皇道館道場
春日井道場 東友会合気道部
央名会春日井武道館 新日鐡住金名古屋合気道部
名古屋合氣会丹羽道場

三重県
道場団体名
津合気道会 三重合気道会松阪道場
津市勤労青少年合気道サークル 合気道四日市合気会
合気道光道会 合気道士道館四日市道場
三重合気道研究会 神岩塾生桑道場



三重大学合気会 神岩塾四日市市立港中学校
合氣道三重萬葉塾伊賀道場 合気道氣勢会
三重合気道会猿田彦神社道場 神岩塾四日市南高校
三重合気道会小俣道場 合気道・心身ストレッチ道場
小俣合気道会 小俣合気道会明星道場
合気道士道館桑名道場 神都久保道場
三重合気道会BG海洋センター合気道教室 神都久保道場万協製薬
合氣道三重萬葉塾名張道場

滋賀県
道場団体名
合気道滋賀大津道場 合気道滋賀長浜道場
近江合気館瀬田道場 合気道滋賀彦根道場
合気道昭心会 合気道平成会守山道場
合気道平成会坂本道場 合気道滋賀野洲道場
合気道平成会坂本道場（日吉会場） 合気道平成会栗東道場
近江合気館本道場 合気道滋賀印刷局道場
合気道滋賀草津道場 合気道滋賀るんびにー道場
合気道滋賀甲賀道場

京都府
道場団体名
公益財団法人大阪合気会至誠塾道場 合気道鳴鶴会本部道場
合気道京都西陣道場 合気道京都伏見教室
(公財)京都踏水会合気道教室 六孫王道場
公益財団法人大阪合気会京都武道センター道場 合気道吉照塾綾部道場
京都近江合気会井後道場 登り助育センター
合気道京都武道センター 広野道場
合気道入江道場京都稽古会 京都武育会西宇治道場
公益財団法人大阪合気会白雲館道場 合気道吉照塾亀岡同好会
万誠館 公益財団法人大阪合気会梅華道場
京都近江合気会京都道場 合氣道長岡京道場
合気道入江道場烏丸御池稽古会 公益財団法人大阪合気会和魂塾道場
合気道スタジオ合心館京都＆大阪四条烏丸スタジオ 合氣道丹波道友会福知山道場
京都近江合気会精気館道場 合気道吉照塾福知山道場
京都シティスポーツ合気道教室 合気道識心館

大阪府
道場団体名
合気道美陵会西田辺教室 中今塾泉佐野の松原道場
合気道研修会道場 合気道泉州武育会泉南道場
合氣道洗心館 合氣道泉心塾
龍明館 公益財団法人大阪合気会高石道場
合気道大阪武育会島之内道場 公益財団法人大阪合気会至誠館道場
合気道スタジオ合心館京都＆大阪中崎スタジオ 誠気館赤大路道場
合気道大阪武育会城東中浜道場 神氣館天神町道場
公益財団法人大阪合気会住吉道場 神氣館幸町道場
公益財団法人大阪合気会難波道場大阪市立中央スポー 合気道豊中正泉寺道場
合気道研修会光武館道場 豊中市武道館ひびき
合気道美陵会谷町教室 豊中和氣會岡町道場
志をくま会緑中学校道場 豊中和氣會ひびき道場
城南合氣道教室 合気道小嶋会
合気道大阪武育会天王寺道場 合気道北武育会聖ミカエル道場
公益財団法人大阪合気会難波道場大阪府立体育会館 豊中市立千里体育館
森ノ宮合氣道場 大阪南武育会富田林道場
合気道天心道場 大阪南武育会金剛道場
合気道泉州武育会泉佐野末広道場 合気道泉州武育会阪南道場
合気道泉州武育会泉佐野心明館道場 合気道武栄会㈱進興サービス
合気道泉州武育会泉佐野長南道場 合気道大阪武育会東大阪武育会
恒心道場 合気道大阪武育会菱江会館道場
和合館合気道修練道場 合気道大阪武育会東大阪ふれあい道場
合気道泉州武育会貝塚道場 永照庵道場
公益財団法人大阪合気会交野道場 合気道大阪武育会縄手南合気道同好会
合気道和達の会鳴尾道場 公益財団法人大阪合気会枚方無心館道場
合気道泉州武育会岸和田道場 合気道大阪武育会合気道枝美教室枚方
堺合気道大池会館 合気道大阪武育会藤井寺武育会



堺合気道船尾会館 合気道大阪武育会藤井寺武育会キッズ合気道教室
いづみ会 合気道研修会松原道場
尚武館 合気道美陵会松原教室
道文研究会合気道上野芝道場 公益財団法人大阪合気会箕面道場
中今塾鴨谷道場 合氣道大阪道友会
中今塾三国ヶ丘道場 合気道大阪武育会八尾道場
合気道美陵会北野田教室 合氣道大阪道友会八尾道場
合気道大阪武育会大阪東武育会元氣塾 合気道正勝会八尾道場
合気道正勝会美原道場 合気道正勝会ククル道場
公益財団法人大阪合気会本部道場 孝子道場
天之武産合気塾道場 合気道泉州武育会熊取道場
大阪合氣塾洗心館教室 近畿大学医学部合氣道部ＯＢ会精気会
大阪合氣塾本部道場 合気道大丸武育会

兵庫県
道場団体名
神戸武育会北須磨文化センター道場 宝塚合気道すみれクラブ宝塚道場
合気道神戸せいぶ館 兵庫合気会新宮道場
神戸武育会文化体育館道場 NPO法人合氣道播磨武育会龍野道場
神戸祥平塾 相生会合気道但馬道場
凱風館 公益財団法人大阪合気会西宮道場
兵庫合気会相生道場 合気道祥平塾西宮道場
明石合気道教室 にしのみや合氣道教室
兵庫合気会赤穂道場 西脇道場
合気道楽々健身倶楽部 兵庫合気会姫路道場
あまがさき合気道クラブ 兵庫合気会姫路市合気道教室
合気道正勝会尼崎道場 兵庫合気会姫路北道場
宝塚合気道すみれクラブ伊丹道場 NPO法人合氣道播磨武育会姫路道場
兵庫合気会加古川道場 NPO法人合氣道播磨武育会香寺道場
兵庫合気会加古川北別府道場 NPO法人合氣道播磨武育会夢前道場
加古川合気会 しらさぎ合気道教室
合気道愉々会 NPO法人合氣道播磨武育会市川道場
社合気道教室 NPO法人合氣道播磨武育会神河道場
合気道神戸三田道場 NPO法人合氣道播磨武育会福崎道場
公益財団法人大阪合気会篠山道場 NPO法人合氣道播磨武育会寺前道場
合気道正勝会淡路島道場

奈良県
道場団体名
大和武育会 奈良合気会大和郡山道場筒井教室
公益財団法人大阪合気会三松禅寺道場 公益財団法人大阪合気会郡山道場
奈良合気会平城道場 合気道三錬会郡山南道場
奈良合気会合氣道学園前道場 合気道三錬会郡山東道場
奈良合気会平城西中教室 奈良合気会大和高田道場
奈良合気会登美ヶ丘北中教室 奈良合気会大和高田道場高田西道場
奈良合気会春日道場 奈良合気会大和高田道場高田道場
奈良合気会飛鳥道場 合気道大阪武育会斑鳩武育会
白太館 気流塾王寺道場
合気道三錬会宇陀道場 気流塾広陵道場
合気道三錬会宇陀福地道場 奈良合気会田原本合気会館
奈良合気会橿原合気会館 奈良合気会川西道場
奈良合気会曽我川道場 合気道三錬会田原本道場
合氣道奈良萬葉塾 合気道三錬会高取道場
奈良合気会香久山道場 奈良合気会吉野合気道道場
奈良合気会合気道鍛冶塾桜井道場 奈良合気会橿原市役所合気道部

和歌山県
道場団体名
道文研究会和歌山支部道場 竹豊館県立武道館
松江道場 四箇郷道場
合気道武徳道場 宮北合気会
合気道和歌山小倉道場 竹豊館海南道場
竹豊館紀ノ川道場 竹豊館日曜クラブ
竹豊館紀三井寺道場 竹豊館大崎道場
平井道場 竹豊館貴志川道場
楠見西合気道クラブ 合気道田辺道場



広瀬道場 合気道敬道館道場
和歌山木村道場 合氣道有田道場
紀州錬武館 合気道岩出道場
武産館 合気道串本道場
合気道神武塾道場 合氣道日高道場
合気道至誠館道場 和歌山県庁合気道部
合気道紀之国道場 南海電鉄合気道部
健身館 砂気和会道場
河北道場 合気道和歌山小倉道場日根野高校合気道部ＯＢ・ＯＧ会
武産館木ノ本支部

鳥取県
道場団体名
米子合気会 倉吉合気会
合気道倉吉道場

島根県
道場団体名
合気道北平塾松江道場

岡山県
道場団体名
合気道正武会岡山国際交流センター教室 倉敷天領塾まこころ館
合気道正武会浦安道場 倉敷天領塾中庄道場
公益財団法人大阪合気会守分道場 倉敷天領塾新田道場
合気道正武会岡山道場 倉敷天領塾中洲道場
津高合気道教室 倉敷天領塾東道場
公益財団法人大阪合気会野山道場 合氣道武修館道場児島合気道教室
合氣道武修館道場岡山市立野山武道館 合気道備中正中會三菱自工㈱水島製作所体育館
合氣道武修館道場 倉敷天領塾船穂道場
合気道正武会福浜道場 合気道正武会水島道場
合氣道武修館道場赤磐市立高陽中学校 倉敷合気道会
合気道正武会あかいわ道場 合気道正武会総社道場
合気道正武会高屋道場 合気道正武会玉野道場
合気道正武会井原道場 合気道備中正中會高梁市民体育館
笠岡合気道会 津山合氣会津山東武道場
合気道正武会笠岡道場 津山合氣会津山総合体育館
合気道正武会玉島道場 津山合気道教室
合気道正武会倉敷道場 奈良合氣会岡山真庭道場
合気道正武会マスカットスタジアム合気道教室 奈良合氣会岡山鏡野道場

広島県
道場団体名
安佐南合気道倶楽部 廿日市合気道クラブ
合気道北平塾ひとみ幼稚園長束道場 合気道北平塾東広島道場
合気道北平塾広島北道場 広島国際合気道道場
合気道光輝会 合気道正武会総本部御心館
合気道北平塾広島中央道場 合気道正武会駅家道場
合気道北平塾広島東署道場 合気道正武会松永道場
合氣道廣心会ビバ本部道場 合気道正武会福山道場大道館
合氣道廣心会広島中央署道場 合気道正武会芦田道場
合気道北平塾合気道吉島教室 合気道正武会福山市武道館
槇坪道場 合氣道廣心会福山合氣会道場
合気道北平塾広島南道場 合気道正武会府中道場
合気道北平塾のちだ教室 合気道正武会三原道場
合気道広島神武館道場 合気道正武会三原市武道館
合気道正武会尾道道場人道館 合気道北平塾熊野道場
合気道北平塾尾道すこやか道場 広島合気会安芸府中クラブ
合気道正武会尾道道場道心館 合気道二葉教室
合気道正武会向島道場 広島市役所合気道部
合氣道廣心会尾道合気道同好会 ツネイシホールディング合気道部

山口県
道場団体名
山口合気会山口道場 山口合気会萩道場
山口合気会岩国武心会道場 山口合気会光道場



山口合気会宇部道場 山口合気会防府すなお道場
山口合気会下松道場 山口合気会柳井道場
山口合気会山陽小野田道場 山口合気会柳井道場日積合気道教室
山口合気会真福寺研修館道場 山口合気会平生道場
山口合気会徳山道場

香川県
道場団体名
高松合気会 合氣道立志館
合気道丸亀道場 合気道香川道場
さぬき合氣道教室

徳島県
道場団体名
合気道敷島塾中央道場 合気道敷島塾もとのみ大麻道場
合気道敷島塾加茂道場 合気道敷島塾徳志舘脇町道場
合気道敷島塾中央少年合気道教室 合気道敷島塾吉野川道場
合気道敷島塾阿南道場 合気道敷島塾徳志舘三好道場
合気道敷島塾鳴門道場

愛媛県
道場団体名
愛媛合気道会愛媛道場 愛媛合気道会合気むすび道場
愛媛合気道塾姫原道場 大西合気道教室
愛媛合気道塾祝谷道場 今治合気道教室
愛媛合気道塾堀江道場 今治合気会今治道場
愛媛合気道塾鷹子道場 今治合気会波方道場
松山合気道錬成会 Aikido-Yawatahama吉田道場
合心館谷本会美沢道場 西条合気会
合心館谷本会久谷道場 合心館谷本会四国中央道場
合心館谷本会湯の山道場 愛媛合気道塾東温市合気道教室
愛媛合気会合気道恒平館道場 合心館谷本会新居浜道場
愛媛合気会松山道場 Aikido-Yawatahama八幡浜道場
秋山兄弟合氣道道場 愛媛合気会岡田道場
合心館谷本会県武道場 愛媛合気会北伊予道場

高知県
道場団体名
高知合気会県立武道館道場 桃西館道場
合氣道氣流会(桟橋通り) 合気道土佐道場
合氣道氣流会(高知県立武道館) 合気道長岡道場
合気道千蓮寺道場（高知県庁合気道部） 武産合氣凌雲館
合気武道研究会

福岡県
道場団体名
福岡県警合気道同好会 合気道清水塾
合気道祥平塾柏原道場 合気道祥平塾古賀道場
合気道いぶき館 福岡合気会筑後道場
福岡合気会大川道場 合気道柳川道場
小郡合気道会 明清会柳川合気会
合気道小倉道場南小倉市民センター 福岡合気会八女道場
合気道小倉道場南丘市民センター

佐賀県
道場団体名
高伝館佐賀本部道場 高伝館牛津道場
佐賀合気会佐賀道場 佐世保合気会武雄道場
佐賀合気会川副教室 高伝館中原道場

長崎県
道場団体名
長崎氣和会 佐世保合気会西蓮寺養心館
長崎合気道会長崎道場 佐世保合気会県立武道館
合気道悠歩塾 佐世保合気会早岐道場
長崎合気道会大村道場 佐世保合気会吉井道場



熊本県
道場団体名
天之武産合気至聖館熊本道場 合気道清祥館
熊本合気会水前寺道場 人吉合気会
合気道祥平塾熊本道場 合気道祥平塾水俣道場
天草八顕会 合気道八代盛武館
菊池道場 合気道祥平塾あさぎり道場
熊本合気会合志道場

大分県
道場団体名
大分合気道会大洲道場 合気道別府道場
大分合気道会春日道場 合氣道聖人塾青山道場
大分合気道会コンパル道場 合氣道聖人塾平和園道場
大分和道会牧道場 合気道祥祐会湯布院新生塾道場
大分和道会原川教室 合気道日出道場
合気道祥祐会国東道場 合気道祥祐会日出道場
合気道祥祐会杵築道場 なずな祥平塾
中津合気会

宮崎県
道場団体名
谷神会宮崎合気道錬成会 谷神会都城合気道錬成会都島道場
宮崎合気道会生目台道場 谷神会都城合気道錬成会山之口道場
宮崎合気道会中央道場 谷神会都城合気道錬成会三股道場
合気道元徳会

鹿児島県
道場団体名
鹿児島合気修錬道場 長崎合気道会鹿屋道場
合気道鹿児島道場鹿児島県立武道館 楓共励斎
鹿児島合気道錬成館鹿児島県武道館 楓共励斎少年部
鹿児島合気道錬成館西紫原中学校 合気道鹿児島末吉道場

沖縄県
道場団体名
沖縄合気会那覇道場 沖縄合気会名護支部
沖縄合気会沖縄市道場 沖縄合気会宮古島支部
沖縄合気会うるま道場


