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加盟団体名 練習日 練習時間 会　　　場 備　　考

毎週　　火曜  9：30～11：00 学園前　西部公民館

毎週　　火曜 13：30～15：00 登美ヶ丘公民館

第1.3.4　 火曜 9：00～12：00 いずみホール

毎週　　木曜 13：00～15：30 学園前　西部公民館

毎週　　木曜 15：40～16：40 学園前　西部公民館 木蘭剣・功夫扇・対剣

毎週　　土曜  9：30～11：00 学園前　西部公民館

第1.3　 土曜 15：30～17：00 富雄公民館

第1.3　 土曜  9：30～11：00 春日公民館

毎週　　土曜 18：00～21：00 学園前西部公民館 長拳・南拳・伝統武術 他

毎週　　月曜 13：00～16：00 平群町若葉台集会所

第2.4　木曜 10：00～12：00 平群町椿台会館

第3　  木曜 10：00～12：00 平群町かしのき荘 剣・扇

毎週　　金曜 13：30～16：00 平群町春日丘公民館

毎週　　日曜  9：30～11：30 平群町中央公民館

毎週　　月曜 15：30～18：00 王寺サブアリーナ

毎週　　月曜 19：30～21：30 泉アリーナ

毎週　　火曜 　19:30～21：30 泉スクエア

第2.4　水曜 12：00～14：15 王寺サブアリーナ

9：30～12：30 王寺アリーナ

10：00～12：00 グリーンパレス

毎週　　金曜 14：00～17：00 王寺アリーナ

毎週　　土曜 13：00～16：00 王寺アリーナ

毎週　　日曜 　9：20～12：00 畝傍自治公民館

毎週　　月曜 13：00～・14：30～ 斑鳩町中央体育館 ＊二部制

毎週　　火曜 13：00～・14：30～ 斑鳩町中央体育館 24・剣・呉

毎週　　土曜 17：00～19：00 斑鳩町中央体育館

毎週　　月曜 10：00～11：30 並松公民館

毎週　　火曜 10：00～11：30 並松公民館

毎週　　火曜 10：00～11：00 錦ケ丘自治会館

毎週　　木曜 10：00～11：30 昭和町自治会館

第1.3　 木曜 10：00～11：30 三郷町文化センター

毎週　　月曜 13：00～15：00 生駒市民体育館内　武道館

毎週　　月曜 15：00～16：00 生駒市民体育館内　武道館

毎週　　土曜 12：00～15：00 生駒市民体育館内　多目的室 現在休止中

毎週　　金曜 13：15～15：00 白橿南コミュニティーセンター

毎週　　土曜 9：30～12：00 芝公園内　総合体育館 ＊二部制

毎週　　金曜 13：00～16：00 奈良県社会福祉総合センター ＊二部制

毎週　　金曜 12：00～14：40 曽我川緑地体育館 ＊二部制

毎週　　金曜 13：00～15：40 畝傍地区公民館 ＊二部制

毎週　　月曜 10：00～11：30 桜ヶ丘公民館

毎週　　月曜 10：00～12：00 大和高田市総合体育館・第２武道場

毎週　　月曜 13：30～16：00 大和高田市総合体育館・第２武道場 陳式

毎週　　火曜 18：30～20：30 橿原公苑第二体育館

毎週　　火曜 10：00～12：00 大和高田市総合体育館・第２武道場 ４８式・扇

月2回　 火曜 13：30～16：30 大和高田市総合体育館・第２武道場 総合・総合剣・孫式

奈良市太極拳協会

毎週　　木曜

桜井市太極拳協会

生駒市武術太極拳連盟

練習日･練習場所一覧

王寺太極拳愛好会

斑鳩町太極拳協会

平群町太極拳協会

中和太極拳クラブ

大和太極拳協会



第2.4　 火曜 10：30～11：30 イオンモール橿原・十字屋カルチャー

第1.3 　火曜 13：00～15：30 橘集会所

毎週　　水曜   9：15～11：15 下田公民館 陳式・推手

毎週　　水曜   9：30～11：00 橿原市中央公民館

毎週　　水曜 10：00～12：00 御所市中央公民館

毎週　　木曜 10：00～11：00 JA広陵東支店

毎週　　木曜 13：30～15：30 真美ヶ丘自治会館

毎週　　木曜 18：30～20：30 大和高田市総合体育館・サブ競技場

毎週　　金曜   9：15～11：45 橿原市中央公民館他 陳式＊二部制

毎週　　金曜 13：00～15：00 広陵町中央体育館格技室

毎週　　金曜 10：00～12：00 関屋青葉台自治会館

毎週　　金曜 13：30～16：00 大和高田市総合体育館・第２武道場 24・総合・剣

月3回　　金曜   9：00～10：30 当麻スポーツセンター

月3回　　土曜 11：00～13：00 香芝市体育館

上牧町太極拳同好会 毎週　　火曜 15：00～17：00 上牧第一町民体育館

大和郡山太極拳同好会 毎週　　水曜   9：30～12：00 やまと郡山城ホール内　剣道場 ＊第３週は木曜

第1.3　　月曜 10：30～12：00 近鉄文化サロン奈良

第2.4　　月曜 13：30～15：00 畝傍地区公民館

第1.3 　水曜 13：00～15：00 京西公民館平松分館

第2    　水曜 13：00～15：00 京西公民館

第2.4　 木曜 19：00～20：45 プリズムへぐり

月１回　　土曜 13：30～15：30 京西公民館平松分館

毎週　　木曜 19：30～20：30 高の原イオン キッズカンフー

毎週　　木曜 20：30～21：30 高の原イオン シニアカンフー

毎週　　金曜 18：30～19：30 橿原イオン「アルル」 キッズカンフー

毎週　　金曜 19：40～20：40 橿原イオン「アルル」 キッズカンフー

毎週　　土曜 9：30～11：30 やまと郡山城ホール他 FUIカンフークラブ初級～上
級

月３回　　土曜 14：30～15：30 郡山イオン カンフー

月３回　　土曜 18：30～20：00 七条コミュニティーセンター カンフー

毎週　　日曜 9：30～11：00 京西公民館平松分館 FUIカンフークラブ初級～上
級

毎週  　金曜 13：00～16：00 田原本町民ホール ＊二部制

第1.2.3　 水曜 10：00～12：00 田原本町民ホール

飛鳥太極拳同好会 毎週　　金曜 18：30～20：00 飛鳥公民館

毎週　　火曜 19：00～20：15 奈良カルチャーセンター

毎週　　水曜 13：00～16：30 県女性センター

毎週　　水曜   9：00～11：00 あかね台コミュニティーセンター

毎週　　木曜 9：00～11：00 あかね台コミュニティーセンター

毎週　　火曜   9：15～12：00 畝傍地区公民館

毎週　　木曜 13：00～16：30 橿原市中央公民館

月３回　　金曜 9：20～10：50 明日香村健康福祉センター

天満台太極拳クラブ 毎週　　木曜 　9：00～11：30 宇陀市大和富士ホール ＊二部制

毎週　　土曜 9：30～11：30 奈良カルチャーセンター

第2.4　　土曜 11：35～12：50 奈良カルチャーセンター

元龍中国武術交流協会

青丹よし太極拳同好会

田原本太極拳クラブ

まほろば太極拳クラブ

大和太極拳協会

あかね台太極拳同好会

登大路太極拳同好会


