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＜ご招待＞ 

学校法人日本体育大学 常務理事 今村 裕 

日本体育大学 学長       具志堅 幸司 

岡山県西大寺高等学校      原 直史 

福岡県筑紫台高等学校      金森 靖二 

徳島県徳島文理高等学校     玉田 晋作 

神奈川県鎌倉学園高等学校    松原 剛 

熊本県阿蘇中央高等学校     豊田 瑞樹 

  

 

＜学校法人日本体育大学・日本体育大学教職員＞ 

鈴木 幸江  山本 洋祐  石井 隆憲   

入澤 隆   田中 英行  保科久美子  尾関 庸一  一宮 豊治  原口 幸一  西村 典文 

勝田 真也  西本 幸嗣  大高 秀二  岸田 謙二  土岐 真弓  寒河江弘子  山﨑 恵子 

山本貴代志  岡田 順冶 

 

 

＜獅子の会＞ 

朝井 啓介  飯塚 恒生  伊藤 隆   磯野 弘志  市川 博也  岩本 圭太  上野浩一郎 

大海 敏彦  大久保寿広  大塚 淳   大塚 一義  奥 修一朗  奥津 大   菊池 琢郎 

久保田次朗  後藤 美晴  柴 雄介   澀谷 清和  高橋 圭太  月岡 英夫  鶴田 隆弘 

富井 弘之  中村 泰敏  西島 昭   西村 公孝  西山 裕之  二宮 将之  野村 昭 

長谷川将平  長谷川 信  藤原 秀人  村田 勝利  村田 光英  森  隆   横山 寛 

 

 

＜学連・会社関係＞ 

大野 進   小澤 哲也  竹村 慎也  柏木 伸一  中村 誠司  小林 伸郎  竹島 将司 

 

 

＜剣友会＞ 

志澤 邦夫  根本 隆夫  柳川 美幸  鈴木 孝宏  高野 治重  大場 学   関口 一眞  

内海 茂美  小澤 博   伊藤 隆吉  重松 正寛  石井 正二  岸 講治   芝崎 進一 

小山 信一  軽米 良臣  軽米 満世  齋藤 浩二  関口 信夫  井島 章   久保木 聡 

打矢 紳   竹原 捷博  飯島 一生  三谷 豪秀  玉谷 隆二  玉谷 亜樹  若林 康彦 

林 佐登美  佐野 毅   小野澤由行  前田 真   設楽 浩   岡村 敏博  近藤 光 

黒川 祐三  渡邉 博英  二ノ宮 到  井上 彰博  古谷 崇子  北野 元美  伊藤 信介 

田中 直子  合田 吉博  狐崎 拓也  田辺 剛人  井谷 栄人  桜井 美子  伊藤 愛子 

鈴木 まゆ  古澤あずさ  白句 将一  金重 忠道  渡邊 朋広  猪鼻 健   市村 勝孝 

犬飼希実子  細川 梨絵  坂本 太一  關 晃平   梅村 友絵  飯塚 玲加  谷口 愉紀 

小笠原佐織  千島 貴弘  菊地 裕志  山中 駿   小島 海月  長浜 里沙  嶋田 雅仁 

池田 友里  木村穂乃香  関口 舞   井口 由貴  三木 聖代  吉栖志保子  堀込 望 

八木沢 豪  間込 秀明  村瀬 諒   加藤 大樹  佐藤 慧   五十嵐 蕗  増川 雪乃 

竹村 友里  植尾 仁美  寿浅 桂子  山﨑芙季乃  三谷 豪志  屋我 雄飛 

 

 

＜保護者＞ 

貝塚 昌通  貝塚みゆき  大井 隆昭  大井 恵   齊藤 猛之  齊藤恵理子  糸山 律子 

高馬 恵子  玉田 真理  濱山 敏郎  小川 豊   小川 光子  中村 秀樹  中村 智穂 

時田 一成  海老原 孝  工藤 里香  池田 美明  池田 香代 

 

 

＜剣道部指導陣＞ 

袴田 大蔵  八木沢 誠  古澤 伸晃  新里知佳野  玉谷 昂介 

以上 １８２名 


