
期　生 卒業年月

第１期生 昭和41年３月 水沢　　淳

第３期生 昭和43年３月 高橋　　功 浅田　義安

第４期生 昭和44年３月 （新井強一）（松本孝康）

田邊　寛治 湯浅　仁至 佐藤正太郎 大河原一美 松本　利則

田村　直行

第６期生 昭和46年３月 須田伸一郎 関　　喜八 飯島　一之

第７期生 昭和47年３月 大島　正史 笠井　英明 大沢　直次 小野　博之 滝沢　秀夫

入内島一昭 石塚羊次郎 間庭　高使 丸山　　隆 一倉　　保

生方　忠義 石坂　　収

永井　　博 星名　建市 萩原　恒雄 安カ川幸好 田村錬太郎

関　美智也 星野　　清 戸仲　　宏

第11期生 昭和51年３月 富永　　誠 小池　則義 清水　　正 中西　道夫 冨岡　正明

第12期生 昭和52年３月 若井　　彰 笠井　伸彦 小此木哲雄

第13期生 昭和53年３月 久本　武士 津久井宏人

第14期生 昭和54年３月 山崎　基実 後藤　光徳 牧口　　武 狩野　光明

第15期生 昭和55年３月 黛　　憲弘 関　　郁夫 大塚　　豊 橋爪　　豊

第16期生 昭和56年３月 中村　和彦 酒井　正道

第17期生 昭和57年３月 都丸　健一 松井　和弘 小林　直樹

第18期生 昭和58年３月 佐藤　隆行 堀口　恭之 中野　勝也 高橋　清彦

第19期生 昭和59年３月 町田　松二 堀越　邦夫 初見　房雄

第20期生 昭和60年３月 高橋　範行 後藤　明彦 吉澤　澄夫 福田　　智 楯　　正巳

第21期生 昭和61年３月 滝澤　秀男 佐藤　克也 狩野　正人 金子　朋宏

第22期生 昭和62年３月 金子　忠浩 中澤　恵一

第23期生 昭和63年３月 寺島　　寿 真下　智宏 丸橋　光明 細野　朝士

照井　清豊 岡田　亮介 戸鹿野秀和 川端　真成 森田　晃彦

小林　智行 堤　　博之 宮田　延之

第25期生 平成２年３月 水出　律朗

昭和49年３月第９期生

第10期生 昭和50年３月

平成元年３月第24期生

氏　　　　　　名　　　（　Ｏ　Ｂ　名　簿　）

昭和45年３月第５期生

 会 員 名 簿（１）

拳友会の会員資格は卒業生のみと致します（中途退部者は除く）



期　生 卒業年月

第26期生 平成３年３月 斉藤　　剛

第27期生 平成４年３月 町田　庄蔵 横手　　忠 岩井　寿夫

斉藤　　健 大林　基樹 高橋　岩仁 中村　淳史 後藤　伸也

岡田　孝康

第29期生 平成６年３月 吉田　和宏 高橋　克弘 狩野　伸和 吉田　真也 根井　雅洋

第30期生 平成７年３月 佐藤　天兵 塚越　俊之 嶋村　　圭 津久井哲也 高橋　俊之

湯浅　智幸 高橋　康雄 大林　俊樹 小野里哲也 関　　克己

佐々木　智 一場　和之

第32期生 平成９年３月 永井　廣隆 豊田　真一 津久井　徹 星野　武志

第33期生 平成10年３月 永躰堅史郎 篠原　富雄 津久井祐二 長澤　正武 山本　　工

第35期生 平成12年３月

第36期生 平成13年３月

第37期生 平成14年３月 大林　雅俊 千明　大介 中澤　健吾

第38期生 平成15年３月 市場　　塁 楯　　裕佑 栁岡　太一 萩原　一輝

第39期生 平成16年３月 藤原　　哲 箱石　和也 丸山　　塁 堀越　隆彦

青木　直行 今井　　覚 加藤　直也 加藤　寛人 内藤　優人

長島　安人 関根　　渉

第41期生 平成18年３月 星野　　誠

第42期生 平成19年３月

第43期生 平成20年３月

第44期生 平成21年３月

第45期生 平成22年３月 水野　大成 藤本　友章 藤本　篤志

第46期生 平成23年３月

第47期生 平成24年３月

第48期生 平成25年３月 今井　秀岳 佐藤　剛史

高橋　人夢 佐藤　智哉 大谷　拓磨 高橋　　翼 松村　涼介

中島　　和 柳　　晃平

拳友会の会員資格は卒業生のみと致します（中途退部者は除く）

平成８年３月

氏　　　　　　名　　　（　Ｏ　Ｂ　名　簿　）

第49期生 平成26年３月

第40期生 平成17年３月

第31期生

 会 員 名 簿（２）

平成５年３月第28期生



期　生 卒業年月

第50期生 平成27年３月 米山　　典 橋詰　　翔 福島　　元 黒岩　知寛

第51期生 平成28年３月

石原　尉行 坂下　剛男 萩原　文吾 （深沢厚吉） 戸塚　雅宏 鹿野　福次 篠村　宏明

井上　　哲 武藤二三夫 山本　芳栄 伊藤　恭滋 広瀬　　洋 並木　政道 上原　弘充

木谷　英之

拳友会の会員資格は卒業生のみと致します（中途退部者は除く）

 会 員 名 簿（３）

問い合せ先　０９０－４０２０－８３６８

～＜会費の納入についてお願い＞～
　　　拳友会は会員の皆様方の会費によって支えられております。

会 費 納 入 状 況

 特 別 会 員 名 簿　
　特　別　会　員　（歴代の空手道部の顧問及びそれに準ずる者）

名簿の作成にご協力下さい。情報の提供ができる方は会員情報にてご連絡ください.   （　）は物故者

氏　　　　　　名　　　（　Ｏ　Ｂ　名　簿　）

卒業記念メタル

会費の納入先及び不明な点は会計（橋爪　豊）までお問い合せ下さい。

　　　会費の納入につき、ご協力をお願い致します。

　　　　　正 会 員：１，０００円／年（ただし、３０，０００円を限度とします）

　　　　　特別会員：１０，０００円（一括払い）

http://www.shibukawakuyukan.jp/shs-krt/pdf/common/20150401.membership-free.pdf

