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初代部長 末永 茂喜 昭和36P 大槻 忠節

第二代部長 宍戸仙太郎 昭和36T 三輪　潔（故人）
第三代部長
第五代部長 村上 哲見 昭和37A 須山 征明

第四代部長 田原 音和 昭和37A 千葉 亨

第六代部長 多喜 寛  昭和37T 郡山　修

現部長 大滝 精一 昭和38A 赤間 博
初代師範
第三代師範 鈴木 立夫 昭和38J 伊藤 明俊

第二代師範 森山 恒夫 昭和38L 伊藤 秀則
初代監督
第四代師範 青木 利元 昭和38L 堀渕 宜男

現監督 小畑 征二郎(昭和38P) 昭和38M 金子 義雄

元コーチ 村上 辰夫 昭和38P 石倉 邦彦

青沼　崇 昭和38P 小畑 征二郎

根本 剛太郎 昭和38P 島津 久紀

佐々木　武　 昭和38S 長田 耕太郎

赤塔 徹(昭和41P)　 昭和39A 高野 剛

宇野 健一郎(昭和51J) 昭和39E 佐々木 志郎

昭和33E 松本 精一(故人） 昭和39E 山田 康雄

昭和33J 庄子 正喜(故人） 昭和39J 坂東 行和

昭和33J 橋本 昭五 昭和39L 黒崎 敬治

昭和33L 小野寺 重一 昭和39T 宮崎 捷義

昭和35E 田部 市蔵 昭和40A 柳瀬 良介

昭和35E 谷口 進雄(故人） 昭和40E 中村 英隆

昭和35J 長谷川 欽哉 昭和40P 赤沼 弘

昭和35J 戸田 憲一 昭和40P 小野 淳夫

昭和35L 鶴田 武良 昭和40T 安斎 慎一郎

昭和35S 久保田 昌治 昭和40T 安藤 長寿

昭和35T 池田 秀也 昭和40T 片桐 宣彦

昭和35T 内海　繁 昭和40T 砂山 隆治

昭和35T 河原田 浤 昭和40T 南部 泰志郎

昭和35T 布施 隆一 昭和40T 二戸 信明

昭和35T 星 輝男 昭和41P 赤塔 徹

昭和36A 小野寺　良次(故人） 昭和41T 加藤 健一

昭和36A 小野 正光 昭和41T 関 忠雄

昭和36E 菅谷 健二 昭和42A 高橋 寛爾

昭和36E 横井 右門 昭和42A 藤崎　眞

【【【【東北大学空手道部東北大学空手道部東北大学空手道部東北大学空手道部OBOBOBOB会名簿会名簿会名簿会名簿】】】】

年次表示は，同期との繋がりを重視して，入部年の４年後を空手道部の卒業扱いとしています。
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昭和42J 浅沼  晴穂 昭和45T 浅野 雄一

昭和42L 上原 克己 昭和45T 小川 洋一

昭和42L 高橋 武博 昭和45T 佐藤哲明

昭和42P 森　浩 昭和45T 佐藤 嘉彬

昭和42T 青木 岩夫 昭和45T 庄司 和彦（故人）

昭和42T 工藤　清 昭和45T 野沢逸男

昭和42T 茂木 敏弘 昭和45T 吉田 進

昭和43A 渡辺 亨 昭和45T 竹内　正

昭和43E 森 広光 昭和45T 鈴木俊明

昭和43J 今田 忠彦 昭和45T 田口 栄夫

昭和43J 柴崎 賢三郎 昭和46J 木村 謙

昭和43P 大竹 牧夫 昭和46J 山内 憲雄

昭和43P 菊地 洋 昭和46L 佐藤 芳彦

昭和43P 松井 脩 昭和46S 小谷 昭

昭和43P 吉成 明 昭和46S 高橋 正迪

昭和43T 大澄 義和 昭和46T 笠井 重夫

昭和43T 市東 邦生（故人） 昭和46T 門野 浅雄

昭和43T 丹内 正利 昭和46T 高木 芳夫

昭和43T 中山 桂司 昭和46T 外川 政夫

昭和43T 升川 修 昭和46T 宝示戸 恒夫

昭和44A 加藤 猛尚 昭和46T 渡辺 秀太郎

昭和44A 酒井 一夫 昭和46T 桧森 憲夫

昭和44A 間瀬 民生 昭和47A 大久保 剛志

昭和44E 霜村 昭 昭和47E 国分 昭

昭和44T 日下 理 昭和47E 斉藤 典

昭和44T 小林 茂一 昭和47S 石井 春雄

昭和44T 佐藤 謙二 昭和47T 北沢 卓見

昭和44T 鈴木 干三（故人） 昭和47T 木村 一男

昭和44T 冨沢 一司 昭和47T 田辺 和夫

昭和44T 深沢 智白 昭和47T 望月 政雄

昭和45J 鈴木 憲雄 昭和47T 土門 良悦

昭和45J 安田 哲三 昭和48A 内山 義則

昭和45L 小林 政弘 昭和48E 望月 正教

昭和45S 西沢 正明 昭和48J 高山 満

昭和45T 浅野 謙一 昭和48T 木戸 正典
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昭和48T 小池 徹巳 昭和52T 石井 秀治

昭和48T 鈴木 友二 昭和52T 泉 正明

昭和48T 鈴木 行憲 昭和53T 遠藤 裕行

昭和48T 丹治 隆 昭和53T 大石 強

昭和48T 松村 修二 昭和53T 櫛野 泰治

昭和49A 宮崎 満 昭和53T 進藤 正文

昭和49J 木野山 博文 昭和53T 中村 良－

昭和49T 窪田 幸仁 昭和54S 東海林 藤－

昭和49T 戸塚 信夫 昭和54S 本村 佳史

昭和49T 南 啓二 昭和54T 岡庭 正行

昭和50E 川口 秀樹 昭和54T 佐藤 広之

昭和50E 紀 真澄 昭和55P 橋本 一也

昭和50E 本間 達彦 昭和55S 竹内 昭彦

昭和50E 橋詰 定 昭和55T 渡辺 憲一

昭和50J 倅田　康二 昭和56T 小林 秀行

昭和50M 小川 達次 昭和56E 松岡 伯保

昭和50T 鈴木 －八夫 昭和57E 浅木 剛太郎

昭和50T 長谷川 達雄 昭和57T 上嶋 亨

昭和50T 安田 敏男 昭和58A 浅川 保

昭和50T 善林 昭 昭和58E 伊藤 量

昭和51A 岩本 郁夫 昭和58E 古谷野 賢一

昭和51E 宇那木 三之 昭和58S 長谷川 秀雄（故人）

昭和51E 真野 明夫 昭和58T 佐々木 功

昭和51E 渡辺 光一郎 昭和58T 辻村 俊彦

昭和51J 宇野 健―郎 昭和58T 発田 学

昭和51J 斉藤 守昭 昭和59S 西村 裕之

昭和51J 則武 鉄次 昭和59T 阿達 竹志

昭和51T 一山 靖友 昭和59T 遠藤 宏志

昭和51T 菊池 正美 昭和59T 富沢 誠

昭和51T 宗像 信治 昭和60A 川合 範明

昭和52E 戸田 一明 昭和60M 西條 進

昭和52E 林 弘道 昭和60T 鈴木 伸明

昭和52J 堀 康幸 昭和60M 三輪 陽子（古谷野）

昭和52L 宮原 國臣 昭和61 大森 一志
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昭和61 町田 博 平成06T 中沢 日出樹

昭和61J 菊島 修 平成06T 佐藤 康元

昭和61L 高橋 修 平成07E 岩尾 哲男

昭和61M 島田 剛延 平成07E 藤井 敏和

昭和61T 岡内 祥司 平成07J 藤原 武

昭和61T 勝山 泰 平成07L 田中 仁

昭和62L 長里 卓（故人） 平成07M 吉川 健二郎

昭和62E 西田 和宏 平成08E 砂盛 文孝

昭和62J 伊藤 寿 平成08E 織由 勝義

昭和62T 近藤 敏之 平成08J 辻井 義孝

昭和63E 酒井 敏光 平成08T 平井 優

昭和63A 山崎 和信 平成09A 永井 健介

昭和63L 森藤 秀明 平成09T 前田 裕之

平成01T 荒谷 行玄 平成09T 松井 二郎

平成01T 岡島 竹雄 平成10E 大沼 航

平成01T 後藤 勇 平成10J 好川 隆一

平成01T 近藤 健一 平成10T 浜松 和之

平成01T 新田 強 平成11E 高橋 直人

平成01T 森綱 康ニ 平成11E 松本 哲

平成02E 阿部 浩之 平成11E 坊傅 正晃

平成02E 福井 芳郎 平成12M 中村 圭祐

平成02J 庄野 傑 平成12T 保坂 賢司

平成02S 高阿田 克巳 平成13S 秋葉 夏美

平成03A 津路 俊昭 平成13T 松本 卓馬

平成03M 石倉 久光 平成13T 酒井 琢夫

平成03T 平石 将史 平成13T 青柳 直樹

平成03T 渡部 穀 平成14T 上西 健之

平成04L 依田 浩二 平成15S 宮島 祐一

平成04S 楠目 博 平成15T 高橋 淳也

平成04T 内田 幸司 平成17L 阿部 拓磨

平成04T 関口 昭司 平成17S 高橋 正明

平成05E 相沢 司 平成18A 佐藤 美幸

平成05E 志賀 康朗 平成18T 北爪 貴洋

平成05J 杉浦 耕司 平成18T 北畠 伸鉱

平成05L 菅原 哲文 平成18T 風張 晋啓

平成06E 木村 恒規 　 　
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