
資料1-高段者名簿
卒業年(卒業回） 氏名 段位 所在

卒業年(卒業回） 氏名 段位 所在 昭和17高工・高商 八木 正三 四段 東京都
平成4年 (大学院) 生産工学
特別剣友

ロベルト岸川 教士八段 香港
昭和20高工・高商 柳瀬 藤一郎 四段 埼玉県

昭和48 (大学21)工学部 松本 研一 四段 神奈川県
卒業年(卒業回） 氏名 段位 所在 昭和52 (大学25)経営学部 南 圭一 四段 神奈川県
昭和14 高商 宮本 海 範士七段 静岡県 昭和53 (大学26)教育学部 松井 嘉行 四段 神奈川県
昭和17 高商 渡部 潤 教士七段 神奈川県 昭和56 (大学29)経済学部 橋口 芳隆 四段 神奈川県
昭和29 (特別剣友)　(大学2) 経済 太田 義康 教士七段 神奈川県 昭和56 (大学29)経済学部 日高 義文 四段 東京都
昭和30 (特別剣友) 経済 佐藤 暢朗 教士七段 千葉県 昭和56 (大学29)経営学部 土屋 尚之 四段 福岡県
昭和44 (大学17) 経済 秋田 範正 教士七段 東京都 昭和56 (大学29)工学部 森 信人 四段 東京都
昭和45 (大学18) 教育学部(理科) 緒形 正之助 教士七段 兵庫県 昭和56 (大学29)教育学部 上杉 淑子 四段 神奈川県
昭和47 (大学20) 造船 蔵原 成実 教士七段 神奈川県 昭和57 (大学30)工学部 山本 悦 四段 神奈川県
昭和51 (大学24) 教育学部 座間 徳彦 教士七段 神奈川県 昭和57 (大学30)教育学部 八木 大介 四段 福岡県
昭和54 (大学27) 経済 幡野 幸一 教士七段 神奈川県 昭和59 (大学32)工学部 西山 一良 四段 東京都
昭和55 (大学28) 電工 岩城 寧 教士七段 神奈川県 昭和60 (大学33)教育学部 小澤 勝也 四段 千葉県
昭和55 (大学28) 船舶海洋 橋本 潔和 教士七段 神奈川県 昭和60 (大学33)工学部 金 浩昭 四段 東京都
昭和57 (大学30) 材料科学 石川 信行 教士七段 神奈川県 昭和61 (大学34)工学部 木村 俊彦 四段 愛知県
昭和58 (大学31) 経済学部 外山 卓夫 錬士　七段 東京都 昭和62 (大学35)経済学部 渡辺 良樹 四段 千葉県
平成7年 (大学43) 教育学部 高橋 健太郎 教士七段 群馬県 昭和62 (大学35)教育学部 浅見 洋光 四段 神奈川県

昭和63 (大学36)教育学部 小日山 明 四段 神奈川県
平成元年 (大学37)教育学部 内田のぞみ 四段 神奈川県
平成3年 (大学39)工学部 栗本 雅水 四段 東京都

卒業年(卒業回） 氏名 段位 所在 平成4年 (大学40)工学部 有竹 剛 四段 神奈川県
昭和41 (大学14) 工学部 石野 三正 錬士　六段 東京都 平成4年 (大学40)教育学部 青木 慎哉 四段 千葉県
昭和41 (大学14) 経済学部 金沢 衛 錬士　六段 神奈川県 平成5年 (大学41)経営学部 小林 啓司 四段 千葉県
昭和47 (大学20) 教育学部 品川 榮一 錬士　六段 東京都 平成5年 (大学41)教育学部 藤木 賢二 四段 福岡県
昭和47 (大学20)　経済学部 中島 精也 錬士　六段 神奈川県 平成5年 (大学41)工学部電子情報 青柳 靖 四段 神奈川県
昭和52 (大学25) 工学部 種子島 俊彦 錬士　六段 神奈川県 平成6年 (大学42)教育学部 横尾 健之 四段 神奈川県
昭和53 (大学26) 教育学部 森田 祐司 錬士　六段 神奈川県 平成7年 (大学43)教育学部 谷田 進一 四段 神奈川県
昭和55 (大学28) 工学部 福本 俊彦 錬士　六段 茨城県 平成8年 (大学44)教育学部 高砂 大 四段 東京都
昭和55 (大学28) 教育学部 田中 不二夫 錬士　六段 神奈川県 平成8年 (大学44)教育学部 井上 征矢 四段 茨城県
昭和59 (大学32) 教育学部 枝迫 大成 錬士　六段 東京都 平成9年 (大学45)経済学部 太田 剛 四段 埼玉県
昭和59 (大学32) 工学部 小沢 孝明 錬士　六段 東京都 平成11年(大学47)教育学部 石黒 長宏 四段 東京都
昭和60 (大学33) 経済学部 宮垣 明英 六段 東京都 平成11年(大学47)教育学部 小野 雅道 四段 茨城県
平成4年 (大学40) 教育学部 堀井 祐一 錬士　六段 富山県 平成13年（大学49）工学部 川津大輔 四段 神奈川県
平成9年 (大学45) 教育学部 尾崎 浩康 錬士　六段 東京都 平成13年（大学49）工学部 楢木克哉 四段 東京都
平成10年（大学46） 経済学部 角 憲太郎 六段 東京都 平成15年（大学51）経営学部 佐藤　亨定 四段 京都府
平成10年（大学46） 教育学部 真野 純次 錬士　六段 岐阜県 平成16年（大学52）工学部 中原　貴之 四段 神奈川県
平成11年(大学47) 経営学部 中川 弘昭 六段 東京都 平成16年（大学52）教育学部 倉光　陽司 四段 神奈川県
平成11年(大学47) 教育学部 安部 博文 錬士　六段 長野県 平成20年（大学56）教育人間科学部 滑川　隆 四段 東京都
平成11年(大学47) 工学部 山田 浩二 錬士　六段 東京都 平成21年（大学57）工学部 大谷　悠貴 四段 千葉県
平成14年（大学50） 工学部 大塚　学 錬士　六段 東京都 平成22年（大学58）工学部 上野　智裕 四段 神奈川県

平成23年（大学59）教育人間科学部 佐藤　桃子 四段 神奈川県
卒業年(卒業回） 氏名 段位 所在 平成24年（大学60）教育人間科学部 川村　友希 四段 神奈川県
昭和45 (大学18)経済学部 宮部 安男 五段 東京都 平成25年（大学61）教育人間科学部 小笠原　由 四段 神奈川県
昭和45 (大学18) 経済学部 中村 順一 五段 神奈川県 平成25年（大学62）工学部 谷口　健太 四段 神奈川県
昭和46 (大学19)特別剣友 戸田　知 五段 東京都 平成25年（大学62）工学部 柴田　彬 四段 神奈川県
昭和51 (大学24) 教育学部 田島 佳夫 五段 神奈川県 平成25年（大学62）教育人間科学部 原　睦希 四段 神奈川県
昭和51 (大学24) 経営学部 緒方 是久 五段 神奈川県 平成25年（大学62）理工学部 倉田　優里 四段 神奈川県
昭和53 (大学26) 経営学部 浅原 宏 五段 千葉県
昭和56 (大学29) 工学部 飯吉 寛 五段 福島県
昭和59 (大学32) 工学部 高田 晴彦 五段 神奈川県
昭和59 (大学32) 経済学部 高田 忠員 五段 香川県
昭和60 (大学33) 教育学部 津田 将美 五段 神奈川県 故人
昭和61 (大学34) 教育学部 竹田 泰郎 五段 埼玉県 卒業年(卒業回） 氏名 段位 所在
昭和61 (大学34) 経営学部 藤麻 雄三 五段 東京都 昭和17 高商 天野 八郎 教士七段 神奈川県
昭和61 (大学34)教育学部 猪熊 士朗 五段 神奈川県 昭和45 (大学18)教育 深田 肇 錬士六段 神奈川県
昭和61 (大学34)経済学部 定栄 弘三 五段 東京都 昭和49 (大学22) 経営 松本 和寿 教士七段 静岡県
昭和62 (大学35)教育学部 清水 良 五段 神奈川県
平成3年 (大学39) 経済学部 木村 慎也 五段 神奈川
平成6年（大学42） 教育学部 横尾 健之 五段 神奈川
平成10年（大学46） 工学部 樺山 貴史 五段 神奈川
平成13年（大学49） 教育学部 杉野武大 五段 神奈川県
平成15年（大学51）経済学部 日下　和俊 五段 神奈川県
平成17年（大学53）工学部 新野　貴大 五段 新潟県
平成15年（大学51）教育人間科学 濱砂　公宏 五段 宮崎県
平成15年（大学51）教育人間科学 佐藤　秀哉 五段 神奈川県
平成18年（大学54）工学部 田村　健治 五段 岡山県
平成20年（大学56）経済学部 内田　悠介 五段 埼玉県


