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昭和 52年より登録開始 

（平成 26年より「主馬神伝流」登録。それに伴い「神伝流」登録該当者を「主馬神伝流」に移行） 

 

 

 

H18 赤崎 誠 鹿児島 

H18 上野 繁樹 鹿児島 

H29 黒田 周 鹿児島 

 

 

 

S52 青谷 常克 京都 

S52 岡田 治彦 京都 

S52 金子 泰 京都 

S52 古閑 忠夫 熊本 

S52 戸井田 慶三郎 京都 

S52 森川 信行 京都 

S52 家辺 晧造 京都 

S53/3 有島 健生 学習院 

S53/3 岸 忠雄 京都 

S53 大井 孝次 京都 

S53 小笹 道郎 京都 

S53 佐藤 健治 京都 

S53 里内 猛夫 京都 

S53 戸井田 昭三 京都 

S53 中村 令子 京都 

S53 松本 育雄 京都 

S53 村田 弘武 京都 

S54 池田 賢司 学習院 

S54 梅原 隆 京都 

S54 大井 貴之 京都 

S54 水内 喜廣 京都 

S54 矢野 清俊 熊本 

S56 石川 章子 京都 

S56 小川 尚 熊本 

S57 八木 祥夫 京都 

S59 青木 一子 京都 

S59 高堀 和子 京都 

S60 青谷 登志子 熊本 

S60 市川 博敏 京都 

S60 五明 達朗 京都 

S60 竹谷 勝良 修泳会 

S60 吉田 憲右 熊本 

S61 梅本 和枝 京都 

S62 岸田 庄司 京都 

S62 雲井 保彦 京都 

S63 井上 享道 京都 

H1 髙橋 幸子 修泳会 

H2 唐津 勝彦 長崎 

H3 古川 エリ 京都 

H3 家形 一雄 修泳会 

H4 藤川 慎一 京都 

H5 横山 武司 京都 

H6 小山 勉 修泳会 

H6 檀野 晴一 京都 

H7 森田 基嗣 京都 

H8 藤井 透 京都 

H9 浅井 久照 京都 

H10 松尾 利恵 熊本 

H11 角浦 啓介 京都 

H11 西村 公男 京都 

H12 冬廣 富美子 京都 

H12 横山 慈代 熊本 

H13 廣重 智明 京都 

H14 蔀 正永 京都 

H15 田中 英弥 学習院 

H15 松田 美子 京都 

H15 松本 英之 熊本 

H17 小原 敏行 京都 

H18 内田 有里子 京都 

H18 田村 恵 熊本 

H19 檀野 太一 京都 

H19 中井 亮 京都 

H19 舟木 基 熊本 

H20 浅岡 泰彦 長崎 

H20 木村 悦子 京都 

H20 渡邉 マリ 学習院 

H23 中西 里佳 京都 

H24 栁田 聖幸 京都 

H25 ｱﾝﾄﾆｰ ｶﾝﾃﾞｨｰ 熊本 

H25 檀野 晴言 京都 

H25 松田 美輪 京都 

H25 山室 佳奈子 熊本 

H26 川久保 佐絵子 熊本 

 

 

 

S59 三重野 治彦 臼杵 

H9 土谷 桂山 臼杵 

H9 安野 豊治 臼杵 

H18 藤澤 貴宏 臼杵 

H20 平山 陽一郎 大分 

H29 西川 義正 百万石 

H29 東 聖二 臼杵 

 

 

 

H6 竹田 千尺 大洲 

H10 松田 智 大洲 

H14 河野 隆一 大洲 

H14 吉岡 宏 大洲 

H17 佐相 和希 大洲 

H20 篠原 誠治 大洲 

R1 竹岡 寿理 大洲 

 

 

 

教 士 

神統流 

小堀流踏水術 

山内流 

主馬神伝流 
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S52 有本 功 津山 

S52 今村 龍三 津山 

S52 小松 達治 広島 

S52 三上 公三 広島 

S52 渡邉 熙彦 津山 

S53/3 今村 昌明 一水会 

S53/3 日野 明徳 一水会 

S54 竹内 巌 岡山 

S54 難波 鐘春 津山 

S55 井上 善博 津山 

S56 河本 州生 津山 

S56 中山 道夫 倉敷 

S56 三木 茂樹 倉敷 

S57 波田 恒宏 津山 

S58 中谷 喜一郎 広島 

S58 藤原 彰 福山 

S59 石原 達雄 呉 

S60 広中 武志 広島 

S61 江田 五月 岡山 

S61 丹羽 周子 宝塚 

S62 今村 伍孝 津山 

S62 佐藤 戌 広島 

H1 石田 美津江 津山 

H2 皿谷 芙美子 兵水連 

H7 鍋田 千秋 兵水連 

H7 松田 彰 新潟 

H8 久米 祐子 兵水連 

H8 山口 トシ 兵水連 

H10 今村 有見 津山 

H10 川口 卓朗 津山 

H10 田口 直樹 津山 

H12 松井 友一 一水会 

H13 有本 清孝 津山 

H13 中谷 直喜 広島 

H13 西出 郁代 宝塚 

H14 森谷 美幸 津山 

H15 天野 ひさゑ 兵水連 

H15 石槗 玲子 一水会 

H15 今村 行宏 津山 

H16 井上 雅恵 津山 

H16 土屋 守史 瑞穂会 

H17 村田 妙子 兵水連 

H21 井上 慎太郎 津山 

H21 松岡 千映 広島 

H21 森 純 兵水連 

H22 池田 康政 津山 

H22 山﨑 優花 瑞穂会 

H23 加美川 あや子 広島 

H24 西阪 治子 一水会 

H25 児玉 孝喜 瑞穂会 

H25 福田 舞子 新潟 

H25 緑川 洋平 瑞穂会 

H26 藤井 美佳 東京 

H27 辰巳 佳行 一水会 

H28 望月 南海子 一水会 

H29 藤原 智美 新潟 

H30 河原 洋子 岡山 

 

 

 

S58 福家 恵美子 保存会 

H1 吉田 良嗣 保存会 

H3 小西 道弘 保存会 

H9 堀家 智子 保存会 

H18 川部 貴之 保存会 

H23 城島 奈津代 保存会 

H27 上東 美鈴 保存会 

 

 

 

S52 辻本 国生 和歌山 

S57 那須 賢二 和歌山 

H7 西端 啓子 和歌山 

H7 南川 泰秀 和歌山 

H11 阪本 秀人 和歌山 

H19 吉村 知晃 和歌山 

 

 

 

S52 堤 重子 浜寺 

S52 中島 欣一 浜寺 

S54 木村 益紀 浜寺 

S56 渡邉 啓道 浜寺 

S58 湯浅 教雄 浜寺 

S61 山口 文子 浜寺 

H2 仁木 秀雄 浜寺 

H8 富永 章之 浜寺 

H8 吉村 道和 浜寺 

H18 米田 典子 浜寺 

H18 米田 昌弘 浜寺 

H23 伊佐美 友季子 浜寺 

H25 頭師 智佳子 浜寺 

H26 鞠子 和也 浜寺 

H28 古賀 由絵 浜寺 

 

 

 

S53/3 髙橋 数隆 泅道会 

H3 谷岡 美佐子 泅道会 

H14 野原 亨 泅道会 

H17 髙橋 隆幸 泅道会 

H19 長賢 二郎 兵水連 

H19 川島 啓司 泅道会 

H21 大藪 佳子 泅道会 

H23 髙橋 隆宜 泅道会 

 

 

 

S52 勝田 清和 三重県 

H4 中山 文生 泅水会 

H6 佐藤 洋子 泅水会 

H11 加藤 明日香 泅水会 

 

 

 

S52 江口 善文 東京 

S52 三田 三郎 東京 

S53/3 街 いち子 東京 

S53/3 松本 貞子 東京 

S56 畑山 泰子 東京 

S58 中原 隆子 東京 

S59 吉葉 多賀子 雪ヶ谷 

S60 有元 貞子 東京 

神伝流 

水任流 

岩倉流 

能島流 

小池流 

観海流 

向井流 
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S60 竹原 徹 水法会 

S60 立川 静子 研修会 

S61 加藤 美恵 東京 

H1 平井 昌子 錦会 

H2 瀬尾 圭子 世田谷 

H2 中川 あゆ子 雪ヶ谷 

H2 山野井 佳寿子 水法道場 

H3 迚野 ひとみ 雪ヶ谷 

H5 竹原 史子 水法会 

H5 松田 美代 水法会 

H7 川島 孝一 水法会 

H7 三田 香 雪ヶ谷 

H8 得田 国雄 水法会 

H8 福岡 美智子 雪ヶ谷 

H9 小澤 雅子 錦会 

H9 後藤 久美子 水法会 

H9 垂水 美土里 世田谷 

H9 宮田 ミチ子 雪ヶ谷 

H14 入澤 ヒロ子 世田谷 

H14 山本 喜美子 水法研 

H16 笠原 博子 錦会 

H17 小岩 哲治 水法会 

H17 小岩 美喜子 水法会 

H18 橋立 幸子 錦会 

H19 大島 純子 水法会 

H19 村上 悦子 水法会 

H20 森勢 悦子 水法会 

H22 浅野 与南 水法道場 

H22 諏訪 美子 世田谷 

H22 吉澤 君子 水法会 

H23 安田 純子 世田谷 

H24 南 菊江 錦会 

H25 野部 亮子 雪ヶ谷 

H30 大高 尚子 水法会 

H30 船井 絹代 雪ヶ谷 

R1 塚本 愛 世田谷 

 

 

 

S52 荒川 汪 水戸 

S52 片岡 秀夫 水戸 

S56 山本 隆夫 水戸 

S55 関口 毅 水戸 

S60 立見 暢之 水戸 

H1 大繩 敬二 水戸 

H2 根本 憲一 水戸 

H4 山口 伸淑 水戸 

H5 今村 公一 三田水 

H5 宮口 裕 三田水 

H6 児島 大司 三田水 

H6 瀬尾 理可 水戸 

H6 南雲 和彦 水戸 

H7 荒川 伊望 水戸 

H7 有吉 伸久 三田水 

H7 小澤 敏也 三田水 

H8 田崎 薫子 水戸 

H10 大縄 聖子 水戸 

H11 大平 麻友美 水戸 

H11 北島 浩司 三田水 

H12 岡﨑 郁司 ラクト 

H12 片岡 丈典 水戸 

H12 原口 弓 水戸 

H12 楊 貴子 水戸 

H13 菊池 寿徳 水戸 

H13 村松 克紀 三田水 

H14 菱沼 清美 水戸 

H15 樫村 幸治 水戸 

H15 菊池 亜衣 水戸 

H16 和知 恵子 水戸 

H17 安藏 静枝 水戸 

H17 石川 一郎 水戸 

H18 石原 一枝 水戸 

H20 石村 潤子 水戸 

H20 砂押 裕子 水戸 

H20 若林 威夫 三田水 

H21 木村 悠子 水戸 

H22 長谷川 麗薫 水戸 

H24 星野 正子 水戸 

H25 中村 真久 三田水 

H27 渋沢 崇行 三田水 

H28 友成 亮太 三田水 

H28 上妻 沙紀 三田水 

R1 立原 庸子 水戸 

R1 高沢 夏子 水戸 

 

 

 

S52 萱園 洋明 春日 

S52 串田 志都子 霞ヶ丘 

S52 倉沢 新蔵 日泳会 

S52 小林 寛伊 桐游 

S52 菅谷 操 研修会 

S52 高橋 静 ワカバ 

S53/3 赤坂 和子 横河 

S53/3 市川 英子 ワカバ 

S53/3 乾 康子 ワカバ 

S53/3 岩下 聆 日泳会 

S53/3 尾形 純彦 桐游 

S53/3 尾形 達郎 桐游 

S53/3 河津 タカ子 ワカバ 

S53/3 吉川 武彦 桐游 

S53/3 木暮 芳子 日泳会 

S53/3 坂口 明 桐游 

S53/3 鈴木 千鶴子 ワカバ 

S53/3 須田 貴美子 日泳会 

S53/3 多田 三千代 ワカバ 

S53/3 多屋 あき子 ワカバ 

S53/3 遠山 房子 ワカバ 

S53/3 中村 恵子 ワカバ 

S53/3 藤井 ヤス ワカバ 

S53/3 松岡 壽々子 ワカバ 

S53/3 宮畑 栄夫 研修会 

S53/3 八木沼 正彦 桐游 

S53/3 山口 和夫 桐游 

S53/3 山之内 智恵子 ワカバ 

S53/3 山本 常子 ワカバ 

S53/3 米沢 章 都一商 

S53/3 渡辺 光子 東京体育ク 

S53 原 一成 桐游 

S53 町村 幹男 桐游 

S56 田地 益子 NEC ｸﾞﾘｰﾝ 

S57 棚田 実 ワカバ 

S57 三井 俊介 霞ヶ丘 

S59 鈴木 順之助 日泳会 

S60 棚田 和子 ワカバ 

S60 長南 光裕 桐游 

水府流 

水府流太田派 
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S60 松岡 寿郎 ワカバ 

S61 荻野 純代 日泳会 

S61 田中 達郎 油屋会 

S62 上野 昌子 ワカバ 

S62 志村 妙子 NEC ｸﾞﾘｰﾝ 

S62 福山 孝子 深川 

S63 時岡 醇 研修会 

H1 太原 富美子 ワカバ 

H1 若松 妍子 研修会 

H2 石川 とも子 桐游 

H2 小原 英嗣 研修会 

H2 見目 妙子 朝日カ 

H2 坂口 かおる 桐游 

H2 竹内 何羽 ワカバ 

H2 中原 富美子 YWCA 

H2 南沢 純子 ワカバ 

H2 守屋 信子 ｻﾝｳｪｲ 

H2 山口 光恵 日泳会 

H3 天宮 吉久 油屋会 

H3 大竹 重幸 油屋会 

H3 斉藤 満男 朝日カ 

H3 佐々木 裕美 日泳会 

H3 原 英喜 桐游 

H3 樋口 恵子 研修会 

H3 山梨 洋子 日泳会 

H3 山本 英二 朝日カ 

H4 亀田 環 横河 

H4 倉田 三紗子 ワカバ 

H4 小林 陽子 ワカバ 

H4 鈴木 艶子 研修会 

H4 竹島 茂子 横河 

H5 三輪 謙 研修会 

H5 友崎 敦 桐游 

H5 吉武 秀樹 桐游 

H6 宇佐美 裕康 研修会 

H6 大河内 二三子 横河 

H6 庄司 ます子 研修会 

H6 繋馬 尚子 横河 

H6 丸山 靖 桐游 

H7 井上 みさ子 研修会 

H7 小高 泰士 日泳会 

H7 城野 高月 日泳会 

H7 末廣 健二 桐游 

H7 富樫 尚人 油屋会 

H7 堀内 しのぶ 日泳会 

H7 松崎 幸子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H7 松山 和子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H7 丸児 洋子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H7 山根 洋子 桐游 

H8 石田 淳 桐游 

H8 石引 みどり 桐游 

H8 五島 和幸 日泳会 

H8 佐藤 卓 油屋会 

H8 関 啓子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H8 家城 美喜代 日泳会 

H8 山根 一寿 桐游 

H9 浅羽 和子 横河 

H9 織田 俊子 YWCA 

H9 川田 愉 油屋会 

H9 工藤 京子 研修会 

H9 酒本 陽子 桐游 

H9 鈴木 秀彦 油屋会 

H9 長谷川 志津子 日泳会 

H9 堀 光子 泳久会 

H10 青柳 雅之 油屋会 

H10 植松 英行 桐游 

H10 小林 京太 油屋会 

H10 櫻井 彰人 桐游 

H10 豊崎 寿昌 油屋会 

H10 蓮見 佳枝 研修会 

H10 松本 田鶴子 桐游 

H11 赤津 正恵 横浜会 

H11 阿部 サキ子 横河 

H11 榎本 裕 油屋会 

H11 京藤 正浩 油屋会 

H11 原 敏彦 研修会 

H12 朝日 隆子 京田三 

H12 高橋 千枝子 横河 

H12 藤城 睦子 横河 

H13 田口 和夫 油屋会 

H13 寺岡 祥子 YWCA 

H13 根岸 利江 桐游 

H13 早川 博久 油屋会 

H13 峰岸 和子 研修会 

H14 上原 真吾 油屋会 

H14 片木 征子 日泳会 

H14 黒田 ミツ子 横河 

H14 斎藤 嘉紀 油屋会 

H14 鈴木 公子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H14 福田 光代 研修会 

H14 村松 紘子 横河 

H14 横田 恵子 ワカバ 

H15 鈴木 昭江 日泳会 

H16 秋山 義憲 油屋会 

H16 潮田 弘子 横浜会 

H16 下川 憲子 YWCA 

H16 杉原 理美 桐游 

H16 関本 則子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H16 中村 美奈子 YWCA 

H16 深井 果帆 桐游 

H17 上原 洋明 油屋会 

H17 浮穴 斉 油屋会 

H17 大鶴 由子 研修会 

H17 小比賀 好子 立川 

H17 加藤 みち代 YWCA 

H17 倉田 哲郎 油屋会 

H17 重川 瑞枝 ｻﾝｳｪｲ 

H17 田村 洋子 研修会 

H17 塚原 悦子 ワカバ 

H17 水谷 晶 油屋会 

H18 阿部 京子 深川 

H18 市村 嘉規 深川 

H18 金子 綾 深川 

H18 曽我 健 日泳会 

H18 望月 加代子 横河 

H19 稲葉 修悦 研修会 

H19 大原 裕代 研修会 

H19 片桐 千都 研修会 

H19 鈴木 康尊 日泳会 

H20 上野 栄里子 日泳会 

H20 菊地 和子 日泳会 

H20 木南 美津子 游泳会 

H21 井坂 弘 桐游 

H21 大谷 寿美子 游泳会 

H21 菊本 るい 深川 

H21 田中 雄一郎 油屋会 
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H21 肥山 朋子 YWCA 

H21 堀尾 健一 油屋会 

H22 小高 乙恵 日泳会 

H22 鳥羽 豊子 游泳会 

H22 長倉 正子 ワカバ 

H22 伴野 元洋 油屋会 

H23 青野 武子 日泳会 

H23 衛藤 まり 泳法会 

H23 髙野 裕美子 深川 

H23 深井 雅之 桐游 

H24 芦澤 眞美江 横泳会 

H24 大久保 八千代 横泳会 

H24 平野 三千子 游泳会 

H24 吉田 芳美 YWCA 

H25 北川 由美子 立川 

H25 今野 眞理 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H25 多田 信雄 深川 

H26 伊藤 瑛祐 日泳会 

H26 今田 はるか 桐游 

H26 神尾 和明 油屋会 

H26 竹尾 茂樹 桐游 

H26 野田 恵加 桐游 

H26 山内 祐治 油屋会 

H27 山根 久美子 桐游 

H29 五島 正光 巣泳会 

H29 浅井 健志 油屋会 

H29 田川 洋輔 油屋会 

H30 小田中 浩平 油屋会 

R1 尾上 真也 巣泳会 
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平成 26年より登録開始 

 

 

 

H30 黒田 玲子 鹿児島 

 

 

 

H27 伊藤 京衛 長崎 

 

 

 

H28 西川 義正 百万石 

R1 濱島 加都余 百万石  

 

 

 

 

 

 

 

H26 結城 光子 東京 

H28 中村 嘉秀 東京 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H26 岩鼻 ひとみ 水法会 

H26 晒野 美紀 錦会 

H27 カーバナリー百合子 世田谷 

H27 吉田 典子 小樽 

H28 服部 惠子 世田谷 

H28 秋山 敏子 小樽 

H29 松井 真理 雪ヶ谷 

 

 

 

H29 福井 康弘 土佐会 

 

 

 

H26 小林 悦子 ワカバ 

H26 高梨 圭子 横河 

H26 露木 早苗 好泳会 

H26 藤枝 弘子 ワカバ 

H26 三浦 信子 游泳会 

H26 山本 千代子 横河 

H26 横田 雅子 游泳会 

H27 伊藤 陽子 游泳会 

H27 西田 千影 游泳会 

H27 土村 久美子 横河 SC 

H27 菊池 ちい子 霞ヶ丘 

H27 内藤 眞弓 深川 

H27 浅川 希素子 YWCA 

H27 菊地 由香里 深川 

H27 川田 美津子 横河 

H28 沼澤 千恵子 ワカバ 

H28 渡辺 和美 研修会 

H28 加藤 喜美子 游泳会 

H29 遠藤 光子 研修会 

H29 江口 幸子 横泳会 

H29 脇田 倫子 游泳会 

H29 和泉 朱 深川 

H29 岡本 二美 ワカバ 

R1 木南 純子 游泳会 

R1 伊藤 香織 深川 

R1 野村 水脈子 横泳会 

R1 浅野 由美 無所属 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和 水 

神統流 

 

 

 

 

 

 

 

小堀流踏水術 

山内流 

主馬神伝流 

神伝流 

水任流 

岩倉流 

能島流 

小池流 

観海流 

向井流 

水府流 

水府流太田派 
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