
合気道新川塾 稽古日程 指導者予定
日 クラス名 時間 担当 主催・内容 サポート 備考

07/02 土

年少 幼児・初心者 12:10   12:50 浩典 松永

年中  年  年 13:00   13:40 浩典 松永

年長  年  年 13:50   14:30 布施 松永

初級クラス 中学生以上 14:40   15:30 須藤

一般クラス 15:40   17:10 田端師範

07/03 日

年少 幼児・初心者  9:30   10:20 石神 塩澤 遼聖 

年中  年  年 10:30   11:20 浩典 塩澤 遼聖 

年長  年  年 11:30   12:20 渡邉 塩澤 遼聖 

剣杖クラス 13:30   14:20 田野倉

初級クラス 中学生以上 14:30   15:20 須藤

一般クラス 15:30   17:00 田端師範

07/05 火 応用クラス 20:00   21:30 田端師範

07/07 木
女性クラス 11:00   12:30 布施

青帯以上 17:00   18:00 田端師範

07/09 土

年少 幼児・初心者 12:10   12:50 服部 熊谷

年中  年  年 13:00   13:40 布施 熊谷

年長  年  年 13:50   14:30 浩典 熊谷

初級クラス 中学生以上 14:40   15:30 須藤

一般クラス 15:40   17:10 田端師範

07/10 日

年少 幼児・初心者  9:30   10:20 石神 幸介

年中  年  年 10:30   11:20 服部 石神 幸介 

年長  年  年 11:30   12:20 渡邉 石神 幸介 

剣杖クラス 13:30   14:20 田野倉

初級クラス 中学生以上 14:30   15:20 恭典

一般クラス 15:30   17:00 田端師範

07/12 火 応用クラス 20:00   21:30 田端師範

07/14 木
女性クラス 11:00   12:30 布施

青帯以上 17:00   18:00 田端師範

07/16 土

年少 幼児・初心者 12:10   12:50 浩典 吉田

年中  年  年 13:00   13:40 浩典 吉田

年長  年  年 13:50   14:30 布施 吉田

初級クラス 中学生以上 14:40   15:30 須藤

一般クラス 15:40   17:10 田端師範

07/17 日

全日本合気道少年少女
錬成大会

 9:00 
 

12:30
少年部指導員 日本武道館

剣杖クラス 13:30   14:20 田野倉

初級クラス 中学生以上 14:30   15:20 田野倉

一般クラス 15:30   17:00 田端師範

07/19 火 応用クラス 20:00   21:30 田端師範

07/21 木
女性クラス 11:00   12:30 布施

青帯以上 17:00   18:00 田端師範

07/23 土

年少 幼児・初心者 12:10   12:50 服部 渡部

年中  年  年 13:00   13:40 服部 渡部

年長  年  年 13:50   14:30 布施 渡部

初級クラス 中学生以上 14:40   15:30 布施

一般クラス 15:40   17:10 田端師範

07/24 日

年少 幼児・初心者  9:30   10:20 河野 太朗

年中  年  年 10:30   11:20 服部 河野 太朗 

年長  年  年 11:30   12:20 渡邉 河野 太朗 

剣杖クラス 13:30   14:20 田野倉

初級クラス 中学生以上 14:30   15:20 恭典

一般クラス 15:30   17:00 田端師範

07/26 火 応用クラス 20:00   21:30 田端師範

07/28 木
女性クラス 11:00   12:30 布施
青帯以上 17:00   18:00 田端師範

07/30 土

年少 幼児・初心者 12:10   12:50 浩典      

年中  年  年 13:00   13:40 浩典      

年長  年  年 13:50   14:30 布施      

初級クラス 中学生以上 14:40   15:30 須藤

一般クラス 15:40   17:10 田端師範

07/31 日

年少 幼児・初心者  9:30   10:20 七海 律葉

年中  年  年 10:30   11:20 浩典 律葉

年長  年  年 11:30   12:20 渡邉 律葉

剣杖クラス 13:30   14:20 田野倉

初級クラス 中学生以上 14:30   15:20 恭典

一般クラス 15:30   17:00 田端師範


