
横浜国立大学 剣友会 

米倉丈堅米倉丈堅米倉丈堅米倉丈堅((((教育教育教育教育3333年）年）年）年）    

全日本学生への出場権獲得！全日本学生への出場権獲得！全日本学生への出場権獲得！全日本学生への出場権獲得！    

堂々たる試合運び ～全日本学生での活躍が期待～ 

5555月月月月6666日日日日    日本武道館で開催された第５３回関東学生剣道選手権大会で、日本武道館で開催された第５３回関東学生剣道選手権大会で、日本武道館で開催された第５３回関東学生剣道選手権大会で、日本武道館で開催された第５３回関東学生剣道選手権大会で、3333年の米倉が年の米倉が年の米倉が年の米倉が

ベストベストベストベスト32323232に入り、に入り、に入り、に入り、7777月の全日本学生剣道選手権大会（大阪）への出場権を獲得しまし月の全日本学生剣道選手権大会（大阪）への出場権を獲得しまし月の全日本学生剣道選手権大会（大阪）への出場権を獲得しまし月の全日本学生剣道選手権大会（大阪）への出場権を獲得しまし

た。た。た。た。5555回戦（ベスト回戦（ベスト回戦（ベスト回戦（ベスト32323232）で優勝した法政大学）で優勝した法政大学）で優勝した法政大学）で優勝した法政大学    田中選手に敗退はしましたが、もっと田中選手に敗退はしましたが、もっと田中選手に敗退はしましたが、もっと田中選手に敗退はしましたが、もっと

上を狙える可能性を感じ上を狙える可能性を感じ上を狙える可能性を感じ上を狙える可能性を感じさせるすばらしい内容でした。させるすばらしい内容でした。させるすばらしい内容でした。させるすばらしい内容でした。    

第第第第55555555回全日本学生剣道選手権大会は回全日本学生剣道選手権大会は回全日本学生剣道選手権大会は回全日本学生剣道選手権大会は7777月月月月7777・・・・8888日の両日日の両日日の両日日の両日    大阪府立体育館にて開催され大阪府立体育館にて開催され大阪府立体育館にて開催され大阪府立体育館にて開催され

る予定となっておりる予定となっておりる予定となっておりる予定となっており    今月今月今月今月19191919日日日日 ((((土）に行われる関東女子学生剣道選手権大会（場所土）に行われる関東女子学生剣道選手権大会（場所土）に行われる関東女子学生剣道選手権大会（場所土）に行われる関東女子学生剣道選手権大会（場所::::
東京武道館）の結果によっては男女同時出場の可能性も残されております。東京武道館）の結果によっては男女同時出場の可能性も残されております。東京武道館）の結果によっては男女同時出場の可能性も残されております。東京武道館）の結果によっては男女同時出場の可能性も残されております。    

    

米倉選手は第米倉選手は第米倉選手は第米倉選手は第50505050回秋季神奈川県学生剣道選手権大会でも当時回秋季神奈川県学生剣道選手権大会でも当時回秋季神奈川県学生剣道選手権大会でも当時回秋季神奈川県学生剣道選手権大会でも当時1111年生ながら個人戦優勝年生ながら個人戦優勝年生ながら個人戦優勝年生ながら個人戦優勝

を果たしており、平成を果たしており、平成を果たしており、平成を果たしており、平成12121212年の川津先輩以来年の川津先輩以来年の川津先輩以来年の川津先輩以来7777年ぶりの全日本学生出場に大きな期待が年ぶりの全日本学生出場に大きな期待が年ぶりの全日本学生出場に大きな期待が年ぶりの全日本学生出場に大きな期待が

かかっていました。かかっていました。かかっていました。かかっていました。    

    

    

出場選手：成瀬出場選手：成瀬出場選手：成瀬出場選手：成瀬    隆太隆太隆太隆太((((教育人間科教育人間科教育人間科教育人間科    4444年年年年))))    牧野牧野牧野牧野    令士令士令士令士((((工工工工    4444年年年年))))    米倉米倉米倉米倉    丈堅丈堅丈堅丈堅((((教育人間科教育人間科教育人間科教育人間科    3333
年年年年))))、中渡瀬、中渡瀬、中渡瀬、中渡瀬    将之将之将之将之((((教育人間科教育人間科教育人間科教育人間科    3333年年年年))))        

    

5555月月月月19191919日日日日((((土土土土))))        関東女子学生剣道選手権大会（場所関東女子学生剣道選手権大会（場所関東女子学生剣道選手権大会（場所関東女子学生剣道選手権大会（場所::::東京武道館）東京武道館）東京武道館）東京武道館）    

出場選手：矢代出場選手：矢代出場選手：矢代出場選手：矢代    水穂水穂水穂水穂((((工工工工    4444年年年年))))、秋澤、秋澤、秋澤、秋澤    朋愛朋愛朋愛朋愛((((教育人間科教育人間科教育人間科教育人間科    3333年年年年))))、、、、    

竹内竹内竹内竹内    美鈴美鈴美鈴美鈴((((教育人間科教育人間科教育人間科教育人間科    1111年年年年))))    

試合結果について大塚監督のコメント：試合結果について大塚監督のコメント：試合結果について大塚監督のコメント：試合結果について大塚監督のコメント：    

    

3333回戦の法政大学回戦の法政大学回戦の法政大学回戦の法政大学    森田選手、森田選手、森田選手、森田選手、4444回戦の国士舘大学回戦の国士舘大学回戦の国士舘大学回戦の国士舘大学    小竹選手との一戦は堂々小竹選手との一戦は堂々小竹選手との一戦は堂々小竹選手との一戦は堂々    

たる戦いぶりで常に優位に試合を進め、相手に自分の剣道をさせない完勝と言えるたる戦いぶりで常に優位に試合を進め、相手に自分の剣道をさせない完勝と言えるたる戦いぶりで常に優位に試合を進め、相手に自分の剣道をさせない完勝と言えるたる戦いぶりで常に優位に試合を進め、相手に自分の剣道をさせない完勝と言える

内容でした。内容でした。内容でした。内容でした。    

    

全日本選手権では上位を目指して頑張りたいと本人も申しておりますが、期待がで全日本選手権では上位を目指して頑張りたいと本人も申しておりますが、期待がで全日本選手権では上位を目指して頑張りたいと本人も申しておりますが、期待がで全日本選手権では上位を目指して頑張りたいと本人も申しておりますが、期待がで

きると思います。きると思います。きると思います。きると思います。    

この結果も先輩方の日頃のご指導、ご支援の賜物であると思っております。この結果も先輩方の日頃のご指導、ご支援の賜物であると思っております。この結果も先輩方の日頃のご指導、ご支援の賜物であると思っております。この結果も先輩方の日頃のご指導、ご支援の賜物であると思っております。    

ありがとうございます。監督の私もこれに満足することなく学生と共に更に精進しありがとうございます。監督の私もこれに満足することなく学生と共に更に精進しありがとうございます。監督の私もこれに満足することなく学生と共に更に精進しありがとうございます。監督の私もこれに満足することなく学生と共に更に精進し

ていきたいと思います。今後ともご指導、ご支援よろしくお願い致します。ていきたいと思います。今後ともご指導、ご支援よろしくお願い致します。ていきたいと思います。今後ともご指導、ご支援よろしくお願い致します。ていきたいと思います。今後ともご指導、ご支援よろしくお願い致します。    

ハイライトハイライトハイライトハイライト::::    

• 40周年記念総会へ周年記念総会へ周年記念総会へ周年記念総会へ

の準備が着々との準備が着々との準備が着々との準備が着々と    

• 道場での記念試合道場での記念試合道場での記念試合道場での記念試合

への参加者がへの参加者がへの参加者がへの参加者が50人人人人

を上回る見込み。を上回る見込み。を上回る見込み。を上回る見込み。    

• 総会参加者は総会参加者は総会参加者は総会参加者は150

名を目標に名を目標に名を目標に名を目標に    

• 総会への出席連絡総会への出席連絡総会への出席連絡総会への出席連絡

はお早めにはお早めにはお早めにはお早めに    
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現在ご出席の回答を頂いている先輩方（敬称略） 

新緑のさわやかな季節となりましたが、剣友会の皆様におかれましては、つつがなく新緑のさわやかな季節となりましたが、剣友会の皆様におかれましては、つつがなく新緑のさわやかな季節となりましたが、剣友会の皆様におかれましては、つつがなく新緑のさわやかな季節となりましたが、剣友会の皆様におかれましては、つつがなく

お過ごしのことと思います。お過ごしのことと思います。お過ごしのことと思います。お過ごしのことと思います。    
今年は剣友会創立四十周年にあたりますので、盛大な総会にしたいと幹事会で今年は剣友会創立四十周年にあたりますので、盛大な総会にしたいと幹事会で今年は剣友会創立四十周年にあたりますので、盛大な総会にしたいと幹事会で今年は剣友会創立四十周年にあたりますので、盛大な総会にしたいと幹事会で

検討してまいりました。今回は、時間を早めてＯＧ・ＯＢ対抗戦および交流稽古会を行検討してまいりました。今回は、時間を早めてＯＧ・ＯＢ対抗戦および交流稽古会を行検討してまいりました。今回は、時間を早めてＯＧ・ＯＢ対抗戦および交流稽古会を行検討してまいりました。今回は、時間を早めてＯＧ・ＯＢ対抗戦および交流稽古会を行

います。奮ってご参加下さい。また見学して同世代チームを応援して戴くことも歓迎しいます。奮ってご参加下さい。また見学して同世代チームを応援して戴くことも歓迎しいます。奮ってご参加下さい。また見学して同世代チームを応援して戴くことも歓迎しいます。奮ってご参加下さい。また見学して同世代チームを応援して戴くことも歓迎し

ます。ます。ます。ます。    
総会は場所をローズホテルに移して行います。これには家族の方々同伴でのご総会は場所をローズホテルに移して行います。これには家族の方々同伴でのご総会は場所をローズホテルに移して行います。これには家族の方々同伴でのご総会は場所をローズホテルに移して行います。これには家族の方々同伴でのご

参加を歓迎しています。テーブルは卒業年度の近い同世代同志が集まるように配参加を歓迎しています。テーブルは卒業年度の近い同世代同志が集まるように配参加を歓迎しています。テーブルは卒業年度の近い同世代同志が集まるように配参加を歓迎しています。テーブルは卒業年度の近い同世代同志が集まるように配

置します。ご夫婦でご参加され和やかな雰囲気の中、旧交を温めていただければと置します。ご夫婦でご参加され和やかな雰囲気の中、旧交を温めていただければと置します。ご夫婦でご参加され和やかな雰囲気の中、旧交を温めていただければと置します。ご夫婦でご参加され和やかな雰囲気の中、旧交を温めていただければと

思っています。さらに、大先輩に対する表彰思っています。さらに、大先輩に対する表彰思っています。さらに、大先輩に対する表彰思っています。さらに、大先輩に対する表彰や学生への記念品贈呈も行います。や学生への記念品贈呈も行います。や学生への記念品贈呈も行います。や学生への記念品贈呈も行います。    
毎日をお忙しく過ごされておられる会員の皆さん、今回は、事前に同世代の幹事毎日をお忙しく過ごされておられる会員の皆さん、今回は、事前に同世代の幹事毎日をお忙しく過ごされておられる会員の皆さん、今回は、事前に同世代の幹事毎日をお忙しく過ごされておられる会員の皆さん、今回は、事前に同世代の幹事

から電話等でお誘いしましたように、お気軽な気持ちで是非ご出席下さいますようおから電話等でお誘いしましたように、お気軽な気持ちで是非ご出席下さいますようおから電話等でお誘いしましたように、お気軽な気持ちで是非ご出席下さいますようおから電話等でお誘いしましたように、お気軽な気持ちで是非ご出席下さいますようお

願い申し上げます。願い申し上げます。願い申し上げます。願い申し上げます。    

日時：日時：日時：日時：    平成平成平成平成1111８年６月２３日（土）８年６月２３日（土）８年６月２３日（土）８年６月２３日（土）    

【第一部：【第一部：【第一部：【第一部：OBOBOBOB・・・・OGOGOGOG対抗戦および交流稽古会】場所：横浜国立大学対抗戦および交流稽古会】場所：横浜国立大学対抗戦および交流稽古会】場所：横浜国立大学対抗戦および交流稽古会】場所：横浜国立大学    体育館体育館体育館体育館    １階１階１階１階    アリーナアリーナアリーナアリーナ    
集合時間：集合時間：集合時間：集合時間：    １２：００１２：００１２：００１２：００    （３０分間（３０分間（３０分間（３０分間    試合前稽古）試合前稽古）試合前稽古）試合前稽古）        

開会：開会：開会：開会：    １２：３０１２：３０１２：３０１２：３０    （式次第の詳細場別紙を確認ください）（式次第の詳細場別紙を確認ください）（式次第の詳細場別紙を確認ください）（式次第の詳細場別紙を確認ください）            
第一部閉会：第一部閉会：第一部閉会：第一部閉会：    １５：３０１５：３０１５：３０１５：３０    

【第２部：【第２部：【第２部：【第２部：40404040周年記念総会】場所：横浜中華街周年記念総会】場所：横浜中華街周年記念総会】場所：横浜中華街周年記念総会】場所：横浜中華街    ローズローズローズローズ    ホテルホテルホテルホテル    横浜横浜横浜横浜    鶴の間（旧ホリデーイン）鶴の間（旧ホリデーイン）鶴の間（旧ホリデーイン）鶴の間（旧ホリデーイン）        
                                                                         〒〒〒〒231231231231----0023002300230023    横浜市中区山下町横浜市中区山下町横浜市中区山下町横浜市中区山下町77777777        TEL 045TEL 045TEL 045TEL 045----681681681681----3311331133113311 

昭和14高商       宮本 海 昭和17      渡部 潤 昭和17高商 天野 八郎 昭和29 (特別剣友) (大学2)経済   太田 義康 昭和38 (大学11)    電
化 美馬 宏三 昭和38 (大学11)電化   麻生 興太郎 昭和38 (大学11) 金属 栗田 武寿郎 昭和39 (大学12)      教育     門倉 睦男 昭和40 (大
学13)        経済（経営) 赤城 一也 昭和43 (大学16)             経済 (経営) 森住 勝一 昭和43 (大学16)造船 田中 和憲 昭和44 (大学17) 経済 

秋田 範正 昭和45 (大学18)   教育(理科) 緒形 正之助 昭和45 (大学18) 経済（経済）  小林 晋作 昭和45 (大学18)   経済（経済）宮部 安男 

昭和45 (大学18)教育(歴史) 深田 肇 昭和46 (大学19)          経済 吉岡 京一 昭和47 (大学20)造船 蔵原 成実 昭和48 (大学21)建築竹馬 泰一 

昭和48 (大学21)造船松本 研一 昭和49 (大学22)   教育(数学) 渋谷 英樹 昭和50 (大学23)教育(体育) 矢嶋 博子 昭和50 (大学23)教育(社会)奥 
真知子 昭和50 (大学23)        教育(数学)井 城 恵子 昭和51 (大学24) 教育(教育) 座間 徳彦 昭和51 (大学24) 建築 渡辺 みほ 昭和51 (大
学24)教育(数学) 渋谷 京子 昭和52 (大学25)経営(管理)    南 圭一 昭和52 (大学25)電工 種子島 俊彦 昭和52 (大学25)教育(数学)鈴木 博行 

昭和53 (大学26)経営 浅原 宏 昭和53 (大学26)   教育 森田 祐司 昭和54 (大学27)経済 幡野 幸一 昭和55 (大学28)   教育(体育)田中 不二夫 

昭和55 (大学28)       教育(体育) 吉原 準一 昭和55 (大学28)機械 渕野 聡志 昭和55 (大学28)船舶海洋 岩城 寧 昭和55 (大学28)機械2 福本 
俊彦 昭和55 (大学28) 電工 橋本 潔和 昭和55 (大学28)    教育(美術) 佐々木（馬場） 康子 昭和55 (大学28) 教育  橋口 裕子 昭和57 (大
学30)材料科学 石川 信行 昭和57 (大学30) 土木 持木 智司 昭和58 (大学31) 教育(体育) 福嶋 圭輔 昭和58 (大学31)金属  横山 彰 昭和

59 (大学32) 教育(数学) 枝迫 大成 昭和59 (大学32) 化工 西山 一良 昭和59 (大学32) 土木 小沢 孝明 昭和59 (大学32)    機械第2   高
田 晴彦 昭和59 (大学32) 経済(国際) 高田 忠員 昭和59 (大学32) 教育(家政) 大橋 由紀子 昭和60 (大学33) 教育(体育) 小澤 勝也 昭和

60 (大学33)経済 宮垣 明英 昭和60 (大学33)船舶海洋 金 浩昭 昭和61 (大学34)教育(数学) 竹田 泰郎 昭和61 (大学34) 経営 藤麻 雄三 

昭和61 (大学34)船舶海洋 木村 俊彦 平成4年 (大学40)経済 石原 学 平成8年 (大学44)教育 高砂 大 平成9年 (大学45) 経済 牧野 良次 

平成10年（大学46）経済（経法）角 憲太郎 平成10年（大学46）物質工学 樺山 貴史 平成10年（大学46） 教育（数学） 真野 純次 平成

11年(大学47) 教育(体育) 安部 博文 平成11年(大学47)     経営(経営) 清水 久嗣 平成11年(大学47) 経営(経営) 中川 弘昭 平成11年(大学

47)教育(基理･物理） 石黒 長宏 平成11年(大学47)教育(教育) 小野 雅道 平成11年(大学47)生産工学 長谷川 真也 平成11年(大学47)電子情

報 山田 浩二 平成12年（大学48）生産工学 喜納 祐介 平成13年（大学49）教育 (数学) 杉野武大 平成14年（大学50）物質工学 大塚 

学 平成16年（大学52）電子情報 長池 雄也 平成16年（大学52） 生産工学 浅井 顕 平成18年（大学54）教育（学校教育） 佐藤 秀哉 

平成18年（大学54）建設 上妻 清馨  （5/11日現在）  
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御出席葉書の返信はお早めにお願いいたします。 



相談役 昭和16 山口 健太郎     名誉会長        昭和17 天野 八郎        

会長    昭和38 (大学11)          美馬 宏三       kozo-mima@nifty.com 

副会長 昭和38 (大学11)          麻生 興太郎    piasola_k@ybb.ne.jp 

幹事    昭和41 (大学14)          金沢 衛           mkanazawa@luck.ocn.ne.jp 

副会長 昭和44 (大学17)          秋田 範正       rion-izmi@mri.biglobe.ne.jp 

幹事    昭和45 (大学18)          宮部 安男       yasuo.miyabe@tsmed.co.jp 

幹事長 昭和47 (大学20)          蔵原 成実       shigemi_kurahara@ihimu.ihi.co.jp 

                              kurahara@me.scn-net.ne.jp 

幹事    昭和49 (大学22)          渋谷 英樹        

幹事    昭和52 (大学25)          南 圭一           keiichi@kk-373.co.jp 

幹事    昭和52 (大学25)          種子島 俊彦    tanegashima@jp.fujitsu.com 

幹事    昭和54 (大学27)          幡野 幸一       theHatanos@aol.com 

幹事    昭和55 (大学28)          岩城 寧           yasushi_iwaki@notes.isuzu.co.jp 

幹事    昭和57 (大学30)          石川 信行       ishikawa.nobuyuki@canon.co.jp 

                             ishikawa.nobuyuki@ytv.home.ne.jp 

幹事    昭和59 (大学32)          枝迫 大成       tai.edasako@mx1.ttcn.ne.jp 

幹事    昭和62 (大学35)          宮内 博司       h-miyauchi@00.em-net.ne.jp 

幹事    平成3年 (大学39)        木村 慎也       shinya-kimura@smbcleasing.co.jp 

幹事    平成3年 (大学39)        栗本 雅水       kurimoto.masami@canon.co.jp 

幹事    平成4年 (大学40)        有竹 剛           aritake.tsuyoshi@takenaka.co.jp 

幹事    平成7年 (大学43)        高橋 健太郎    takaken@gen.gunma-ct.ac.jp 

幹事    平成9年 (大学45)        太田 剛           t-ota@itochuib.co.jp 

幹事    平成10年（大学46）      樺山 貴史       takafumi0401@yahoo.co.jp 

幹事    平成11年(大学47)        中川 弘昭       vyh02353@nifty.ne.jp 

監督    平成14年（大学50）      大塚 学          otsuka.manabu@canon.co.jp 

剣友会全般や運営に関する御問い合わせは 

剣友会幹事 

 石川信行 携帯電話：090-7824-9709    ishikawa.nobuyuki@canon.co.jp 
栗本雅水 携帯電話：090-1766-2640    kurimoto.masami@canon.co.jp 

 中川弘昭 携帯電話：090-1798-9014  vyh02353@nifty.ne.jp          

横浜国立大学剣友会 各年代に幹事会のメンバーがいます。 

昭和38 (大学12)          経済    若山 紀               昭和47 (大学20)          経営    松本 隆茂 

昭和49 (大学22)          造船    小山田 司            昭和49 (大学22)          金属    星田 達男 

昭和58 (大学31)          情報工学        内藤 一紀       昭和63 (大学36)          教育(体育)      山崎 嘉信 

平成2年 (大学38)        電子情報        山崎 正純      平成3年 (大学39)         経営(管理)      石野 完也 

平成7年 (大学43)        建設         秋山 昌彦      平成7年 (大学43)         教育(社会)      谷田 進一 

平成7年 (大学43)        経済(経法）      宮崎 高盛      平成7年 (大学43)         教育(体育)      小倉（横山） 幸栄 

平成8年 (大学44)        教育(心理)      五木 めぐみ    平成9年 (大学45)         経営    蜷川 悌司 

平成13年（大学49）      建設(建築)      楢木克哉  

連絡先がわからなくなっている先輩方がいらっしゃいます。連絡先がわからなくなっている先輩方がいらっしゃいます。連絡先がわからなくなっている先輩方がいらっしゃいます。連絡先がわからなくなっている先輩方がいらっしゃいます。    
ご存知の先輩は剣友会幹事までご連絡下さい。ご存知の先輩は剣友会幹事までご連絡下さい。ご存知の先輩は剣友会幹事までご連絡下さい。ご存知の先輩は剣友会幹事までご連絡下さい。    


