
資料1-高段者名簿

卒業年(卒業回） 氏名 段位 メール 電話番号 登録 卒業年(卒業回） 氏名 段位 メール 電話番号 登録
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 rkishikawa2@hotmail.com85-2988-97600香港
昭和20高工・高商 柳瀬 藤一郎 四段 0493-73-0211埼玉県

昭和48 (大学21)工学部 松本 研一 四段 kmatsumoto@eagle.org045-802-2698 ;090-2204-0097神奈川県
卒業年(卒業回） 氏名 段位 メール 電話番号 登録 昭和53 (大学26)教育学部 松井 嘉行 四段 ym1981malay@yahoo.co.jp045-813-6807神奈川県
昭和29 (特別剣友)　(大学2) 経済 太田 義康 教士七段 090-4928-8760神奈川県 昭和54 (大学27)教育学部 佐藤 啓一 四段 0463-34-8235神奈川県
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)経済学部 橋口 芳隆 四段 hashiguchi@itc-cera.co.jp0465-63-3693神奈川県
昭和44 (大学17) 経済 秋田 範正 教士七段 nh-akita@kkh.biglobe.ne.jp090-1128-9093東京都 昭和56 (大学29)経済学部 日高 義文 四段 given.h@w9.dion.ne.jp042-338-2559東京都
昭和45 (大学18) 教育学部(理科) 緒形 正之助 教士七段 inamimind017301730173@yahoo.co.jp079-492-5775兵庫県 昭和56 (大学29)経営学部 土屋 尚之 四段 tsuchyhisa@yahoo.co.jp0942-32-0569福岡県
昭和47 (大学20) 造船 蔵原 成実 教士七段 s10-kurhr23@outlook.com090-8894-6563神奈川県 昭和56 (大学29)工学部 森 信人 四段 n.mori@myad.jp042-573-6454東京都
昭和51 (大学24) 教育学部 座間 徳彦 教士七段 zama@riq.co.jp,zama1537@joy.ocn.ne.jp090-3215-4872神奈川県 昭和56 (大学29)教育学部 上杉 淑子 四段 045-813-6302神奈川県
昭和54 (大学27) 経済 幡野 幸一 教士七段 thehatanos@yahoo.co.jp090-1264-9712神奈川県 昭和57 (大学30)工学部 山本 悦 四段 yamamoto_etsu@yahoo.co.jp090-6141-1290神奈川県
昭和55 (大学28) 電工 岩城 寧 教士七段 yasushi_iwaki@notes.isuzu.co.jp090-7733-5259神奈川県 昭和57 (大学30)教育学部 八木 大介 四段 0944-22-5791福岡県
昭和55 (大学28) 船舶海洋 橋本 潔和 教士七段 kiyo-hashimoto@mtb.biglobe.ne.jp042-770-4421神奈川県 昭和60 (大学33)教育学部 小澤 勝也 四段 katsuya1756@icloud.com070-1348-1756千葉県
昭和57 (大学30) 材料科学 石川 信行 教士七段 kokkishin.ishi@gmail.com;win.dragonfly@docomo.ne.jp090-7824-9709神奈川県 昭和61 (大学34)工学部 木村 俊彦 四段 toshihiko_kimura@mail.toyota.co.jp0564-26-6935愛知県
昭和58 (大学31) 経済学部 外山 卓夫 教士七段 t.toyama@se-con.co.jp090-4715-0560東京都 昭和62 (大学35)経済学部 渡辺 良樹 四段 yo.watanabe@xm.mitsui.co.jp047-429-0343千葉県
平成7年 (大学43) 教育学部 高橋 健太郎 教士七段 kentaro24@gmail.com090-3515-8023群馬県 昭和62 (大学35)教育学部 浅見 洋光 四段 asamin2416@yahoo.co.jp0463-76-8117神奈川県
平成10年（大学46） 教育学部 真野 純次 錬士七段 jth1027mano@ric.hi-ho.ne.jp;j.mano1106@ezweb.ne.jp090-1275-6140岐阜県 昭和63 (大学36)教育学部 小日山 明 四段 0467-43-5144神奈川県
平成14年（大学50） 工学部 大塚　学 錬士七段 manabu.may.17@gmail.com;manabu//may_17@t.vodafone.ne.jp otsuka.manabu@canon.co.jp090-9840-1304東京都 平成元年 (大学37)教育学部 内田 のぞみ 四段 captain-chiharu@mqc.biglobe.ne.jp;nonchan.no1@ezweb.ne.jp0468-66-3897神奈川県

平成3年 (大学39)工学部 栗本 雅水 四段 kurimoto.masami@canon.co.jp090-1766-2640東京都
平成4年 (大学40)教育学部 青木 慎哉 四段 047-6323-2333千葉県

卒業年(卒業回） 氏名 段位 メール 電話番号 所在 平成5年 (大学41)経営学部 小林 啓司 四段 027-233-5623千葉県
昭和41 (大学14) 工学部 石野 三正 錬士　六段 ishinom@minuet.plala.or.jp03-3850-7381東京都 平成5年 (大学41)教育学部 藤木 賢二 四段 ken.fujiki@nifty.com092-574-5452福岡県
昭和41 (大学14) 経済学部 金沢 衛 錬士　六段 fm-kanazawa@ab.auone-net.jp0467-78-6148神奈川県 平成7年 (大学43)教育学部 谷田 進一 四段 045-582-8588神奈川県
昭和45 (大学18)経済学部 宮部 安男 六段 yasuo-miyabe@cream.plala.or.jp080-5178-7764東京都 平成8年 (大学44)教育学部 高砂 大 四段 jaime0029@gmail.com080-5502-5595東京都
昭和45 (大学18) 経済学部 中村 順一 六段 sousyukamakura@yahoo.co.jp0467-22-0772神奈川県 平成8年 (大学44)教育学部 井上 征矢 四段 i_seiya31@ybb.ne.jp090-9839-2829茨城県
昭和46 (大学19)特別剣友 戸田　知 六段 tora-tanuki1949@jcom.zaq.jp090-6144-8897東京都 平成9年 (大学45)経済学部 太田 剛 四段 ota-ts@itochu.co.jp080-5388-2950埼玉県
昭和47 (大学20) 教育学部 品川 榮一 錬士　六段 090-4096-8161東京都 平成11年(大学47)教育学部 石黒 長宏 四段 ishiguro.takehiro@gmail.com;Isiguro-takehiro@I.softbank.jp080-3498-8574東京都
昭和47 (大学20)　経済学部 中島 精也 錬士　六段 seiyanakajima@docomo.ne.jp0465-43-3630神奈川県 平成11年(大学47)教育学部 小野 雅道 四段 massa-ono.7550@rainbow.plala.or.jp090-3901-6848茨城県
昭和51 (大学24) 経営学部 緒方 是久 六段 045-944-5839神奈川県 平成13年（大学49）工学部 川津大輔 四段 070-5233-7800神奈川県
昭和52 (大学25) 工学部 種子島 俊彦 六段 pointc1990@yahoo.co.jp;pointc1990@docomo.ne.jp090-7195-2565神奈川県 平成15年（大学51）経営学部 佐藤　亨定 四段 sashime@soleil.ocn.ne.jp090-6176-2596京都府
昭和53 (大学26) 教育学部 森田 祐司 錬士　六段 045-367-0236神奈川県 平成16年（大学52）教育学部 倉光　陽司 四段 090-6485-0792神奈川県
昭和55 (大学28) 工学部 福本 俊彦 錬士　六段 toshihiko_fukumoto@ybb.ne.jp0294-53-0540茨城県 平成21年（大学57）工学部 大谷　悠貴 四段 千葉県
昭和55 (大学28) 教育学部 田中 不二夫 錬士　六段 hokuto1223@yahoo.co.jp;220t@ezweb.ne.jp046-866-2801神奈川県 平成22年（大学58）工学部 上野　智裕 四段 u-tomohiro@mtj.biglobe.ne.jp090-6792-3473神奈川県
昭和59 (大学32) 教育学部 枝迫 大成 錬士　六段 edasako.tai@jcom.home.ne.jp03-3425-8735東京都 平成23年（大学59）教育人間科学部 後藤 歩 四段 090-7560-2407秋田県
昭和59 (大学32) 工学部 小沢 孝明 錬士　六段 oza-family@nifty.com;oza-taka@kmj.biglobe.ne.jp080-2247-3401東京都 平成23年（大学59）教育人間科学部 佐藤桃子 四段 080-5175-3777神奈川県
昭和59 (大学32) 経済学部 高田 忠員 六段 t.takata@mail.yondenko.co.jp087-845-1894香川県 平成24年（大学60）教育人間科学部 川村友希 四段 sk456ops@softbank.ne.jp080-3345-2981神奈川県
昭和60 (大学33) 経済学部 宮垣 明英 六段 miyagaki@tbj.t-com.ne.jp;miyagaki050661@ezweb.ne.jp080-6810-3842東京都 平成25年（大学61）教育人間科学部 小笠原　由紀 四段 y0.u4-k0_i6@docomo.ne.jp080-1202-7612神奈川県
平成4年 (大学40) 教育学部 堀井 祐一 錬士　六段 horii@arrow.ocn.ne.jp076-463-1535富山県 平成26年（大学62）工学部 谷口　健太郎 四段 KENtaro.0901.ni50@t.vodafone.ne.jp090-6650-0717神奈川県
平成9年 (大学45) 教育学部 尾崎 浩康 錬士　六段 hiroyasu.ozaki@torii.co.jp080-5411-0118東京都 平成26年（大学62）工学部 柴田　彬 四段 akiakira_ta_bashi@yahoo.co.jp;kame_ta_bashi18@ezweb.ne.jp080-3691-3118神奈川県
平成10年（大学46） 経済学部 角 憲太郎 六段 ken-the-modest-1@softbank.ne.jp090-2202-3883東京都 平成26年（大学62）工学部 矢野　弘樹 四段 hkyn3910@yahoo.co.jp;this_is_is_this_1731@docomo.ne.jp080-1766-6631神奈川県
平成11年(大学47) 経営学部 中川 弘昭 錬士　六段 vyh02353@nifty.ne.jp;hiroaki4.nakagawa@toshiba.co.jp;f_nakaga@ezweb.ne.jp;percival.wick@gmail.com090-1798-9014東京都 平成26年（大学62）教育人間科学部 原　睦希 四段 bourbon69@docomo.ne.jp090-1883-6176神奈川県
平成11年(大学47) 教育学部 安部 博文 錬士　六段 hirofumi.76829@docomo.ne.jp090-7013-3299長野県 平成26年（大学62）理工学部 倉田　優里 四段 unknown.14th.noha-all.tim-play@docomo.ne.jp090-1887-8400神奈川県
平成11年(大学47) 工学部 山田 浩二 錬士　六段 kohjiyama@gmail.com090-6534-6364東京都 平成28年（大学64）教育人間科学部 鷹箸　克行 四段 katsuyuki7188@gmail.com;p-hat-g.utopia@docomo.ne.jp080-2059-4800神奈川県
平成15年（大学51）教育人間科学部 佐藤　秀哉 六段 hidechikanet@yahoo.co.jp090-3888-9192富山県 平成28年（大学64）経済学部 手塚　昂嗣 四段 tetatate0619@gmail.com;tetatate0619@softbank.ne.jp090-6547-6190神奈川県

平成28年（大学64）理工学部 黒田　康義 四段 blow-up-my-possibility-yk-Zer0@ezweb.ne.jp080-6908-1457;神奈川県
卒業年(卒業回） 氏名 段位 メール 電話番号 所在 平成28年（大学64）理工学部 船見　雄紀 四段 273yuuki@gmail.com;love_ingen-gomaae273@ezweb.ne.jp090-2919-4102神奈川県
昭和51 (大学24) 教育学部 田島 佳夫 五段 045-413-2932神奈川県 平成28年（大学64）教育人間科学部 根岸　愛実 四段 manami.negishi@gmail.com;z27de6b7e3287tu@t.vodafone.ne.jp090-9159-4211神奈川県
昭和53 (大学26) 経営学部 浅原 宏 五段 h-asahara@aioinissaydowa.co.jp047-492-8188千葉県
昭和56 (大学29) 工学部 飯吉 寛 五段 hiiyoshi@diamet.co.jp045-568-8699福島県
昭和59 (大学32) 工学部 高田 晴彦 五段 h-takada@muj.biglobe.ne.jp;haruhiko3689takada@docomo.ne.jp045-362-9805神奈川県
昭和59 (大学32)工学部 西山 一良 五段 kazuyoshi.nishiyama@buhlergroup.com0422-41-6367東京都
昭和60 (大学33) 教育学部 津田 将美 五段 masachiyu@aol.com0465-75-0747神奈川県
昭和60 (大学33)工学部 金 浩昭 五段 h-kin@ce.taisei.co.jp047-315-4977東京都
昭和61 (大学34) 教育学部 竹田 泰郎 五段 yasuro@mxj.mesh.ne.jp04-2963－6770埼玉県
昭和61 (大学34) 経営学部 藤麻 雄三 五段 ｆfujima@aol.com;ffujima5259@docomo.ne.jp03-3720-2970東京都
昭和61 (大学34)教育学部 猪熊 士朗 五段 090-1034-1068神奈川県
昭和61 (大学34)経済学部 定栄 弘三 五段 johei.d43.kohzoh@jp.nssmc.com080-2335-1913東京都
昭和62 (大学35)教育学部 清水 良 五段 046-281-7889神奈川県
平成3年 (大学39) 経済学部 木村 慎也 五段 shinya-kimura@smfl.co.jp045-366-1071神奈川県 脱退等
平成4年 (大学40)工学部 有竹 剛 五段 aritake.tsuyoshi@takenaka.co.jp090-5199-6254東京都 卒業年(卒業回） 氏名 段位 所在
平成5年 (大学41)工学部電子情報 青柳 靖 五段 aoyagiy@nifty.com;aoyagiy@icloud.com0467-23-8447神奈川県 昭和14 高商 宮本 海 範士七段 静岡県
平成6年（大学42） 教育学部 横尾 健之 五段 t-yuk450-bluesky@docomo.ne.jp045-331-4408神奈川県 昭和17 高商 天野 八郎 教士七段 神奈川県
平成10年（大学46） 工学部 樺山 貴史 五段 takafumi0401@yahoo.co.jp,t-kabaya@hitachi-business.com090-7152-5340神奈川県 昭和17 高商 渡部 潤 教士七段 神奈川県
平成13年（大学49）工学部 楢木克哉 五段 katsuya.naraki@nskre.co.jp;katsuya-n@i.softbank.jp080-1268-1097東京都 昭和17高工・高商 八木 正三 四段 東京都
平成13年（大学49） 教育学部 杉野武大 五段 spread1977@yahoo.co.jp090-7947-9047神奈川県 昭和45 (大学18)教育 深田 肇 錬士六段 神奈川県
平成15年（大学51）経済学部 日下　和俊 五段 alex_edward_wolfgang_kazutoshi@docomo.ne.jp090-7615-9301神奈川県 昭和49 (大学22) 経営 松本 和寿 教士七段 静岡県
平成16年（大学52）工学部 中原　貴之 五段 takayuki19810617@yahoo.co.jp090-8364-6571神奈川県 昭和52 (大学25)経営学部 南 圭一 四段 神奈川県
平成17年（大学53）工学部 新野　貴大 五段 tacahi_rock0919@yahoo.co.jp;tacahironiino@ezweb.ne.jp090-4822-9991新潟県
平成15年（大学51）教育人間科学部 濱砂　公宏 五段 090-5943-8645宮崎県

平成18年（大学54）工学部 田村　健治 五段 xssfg4241@yahoo.co.jp080-5037-6115岡山県
平成20年（大学56）経済学部 内田　悠介 五段 11th-youss.u.gtpotk@ezweb.ne.jp080-5384-1059埼玉県
平成20年（大学56）教育人間科学部 滑川　隆 五段nameyukiwo@yahoo.co.jp;name-zou.325@t.vodafone.ne.jp090-6534-1670東京都


