
鎭闘（チントウ） 比嘉　稔（4段）

慈恩（ジオン） 宮城篤正（錬士）

抜塞（パッサイ）小 翁長良光（錬士）

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

セーサン 福地清幸（剛柔流）

三十六 上地完英（上地流）

抜塞（パッサイ）大 比嘉佑直（小林流）

公相君（クーサンクー） 長嶺将真（松林流）

内歩進（ナイハンチ）初段・２段 仲田　馨（初段） 宮田　進（初段）

新里善彦（初段） 西原郭行（初段）

野原徹一（初段） 大城幸雄

普及型１・２ 比嘉　加代子

抜塞（パッサイ） 翁長良光（錬士）

組手 具志堅弘（５段） 島袋常長（３段）他２名

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

新垣小の壮鎭（ソーチン） 比嘉佑直（範士）

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

公相君（クーサンクー） 大城一晃（錬士）

抜塞（パッサイ） 翁長良光（錬士）

第1回　1967/12/10 14時開始　　於：コザ米琉文化センター

第2回　1968/07/14 14時開始　　於：沖縄タイムスホール

第3回　1969/12/21 10時開始　　於：國映館



普及型・平安（ピンアン）2段 比嘉加代子（4級）

内歩進（ナイハンチ）・抜塞（パッサイ） 比嘉稔（５段） 上原勝栄（２段）

呉屋栄喜（4段） 新崎景文（初段）

宮平守英（４段） 新崎次雄（初段）

比嘉邦夫（２段） 宮田進（２段）

山川清仁（初段）

糸数健（２段）

比嘉正和（２段）

抜塞（パッサイ）大 比嘉佑直（範士）

普及型２・内歩進（ナイハンチ）初段 当真重信（５段） 嘉数嘉昌（３段）

（指揮：比嘉稔５段） 呉屋栄喜（５段） 比嘉邦夫（２段）

宮平守英（４段） 新崎次雄（初段）

宮田進（３段） 高安護

新崎景文（初段）

比嘉加代子（４級）

公相君（クーサンクー）小 呉屋栄喜（５段）

棒術 当真重信（５段）

鎭闘（チントウ） 比嘉稔（５段）

公相君（クーサンクー）大 大城一晃（錬士）

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

抜塞（パッサイ）小 比嘉稔（５段） 呉屋栄喜（５段）

（指揮：大城一晃錬士） 当真重信（５段） 嘉数嘉昌（３段）

宮平守英（４段） 比嘉邦夫（２段）

宮田進（３段） 比嘉加代子（４級）

新崎景文（初段） 高安護

普及型・内歩進（ナイハンチ） 大城一晃（錬士） 翁長良光（錬士）

(指揮：比嘉佑直範士） 宮城篤正（錬士） 比嘉稔（５段）

第4回　1970/09/27 10時開始　　於：沖映本館

第5回　1971/12/05 13:30開始　　於：那覇市民会館大ホール



呉屋栄喜（５段） 前川守志（５段）

当真重信（５段） 宮平守英（４段）

嘉数嘉昌（４段） 宮田進（３段）

山川清仁（２段） 上原勝栄（２段）

新崎景文（初段） 高安護（初段）

下里博治（１級） 宮里繁雄（２級）

譜久原朝義（２級） 林秀夫（３級）

大見謝恒夫（３級） 兪金根（４級）

宇良宗信 宮城栄健

親里忠光 渡嘉敷勝彦

有銘完栄 外間定吉

稲嶺勝彦

棒 当真重信（５段）

抜塞（パッサイ） 大城一晃（錬士） 翁長良光（錬士）

宮城篤正（錬士） 比嘉稔（５段）

呉屋栄喜（５段） 当真重信（５段）

前川守志（５段） 嘉数嘉昌（４段）

宮平守英（４段） 宮田進（３段）

山川清仁（２段） 新崎景文（初段）

高安護（初段）

棒 宮城篤正（錬士）

組手 具志堅弘（錬士） ほか３名

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

公相君（クーサンクー） 比嘉佑直（範士）

内歩進（ナイハンチ） 翁長良光（錬士）

慈恩（ジオン） 比嘉稔（５段）

抜塞（パッサイ） 翁長良光（錬士）

内歩進（ナイハンチ） 比嘉稔（５段） 大城一晃（錬士）ほか

第6回　1973/01/28 13:30開始　　於：那覇市民会館大ホール



組手 与儀 与儀

公相君（クーサンクー） 大城一晃（錬士）

内歩進（ナイハンチ）初段 当間嗣英（３段） 高安護（２段）

（指揮：大城一晃錬士） 宮里繁雄（２段） 糸数昇（初段）

上原正一（初段） 比嘉薫（３級）

当間武（３級） 桃原勝則（４級）

山城政三（４級） ほか

抜塞（パッサイ）小 比嘉稔（５段） 呉屋栄喜（５段）

（指揮：翁長良光（錬士） 嘉数嘉昌（４段） 宮平守英（４段）

当間嗣英（３段）

古武術 宮城篤正（錬士） 当真重信（５段）

慈恩（ジオン） 比嘉稔（５段）

抜塞（パッサイ）大 翁長良光（錬士）

内歩進（ナイハンチ）鍛え型 比嘉稔（５段） 呉屋栄喜（５段）

（指揮：翁長良光錬士） 嘉数嘉昌（４段） 宮平守英（４段）

当間嗣英（３段） 比嘉昇（初段）

公相君（クーサンクー）大 大城一晃（錬士）

雲水（ウンスー） 伊波行栄（錬士）

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

内歩進（ナイハンチ）初段 呉屋栄喜（５段） 比嘉稔（５段）

（指揮：翁長良光錬士） 嘉数嘉昌（４段） 宮平守英（４段）

当間嗣英（３段） 高安護（２段）

糸数昇（２段） 新崎景文（初段）

比嘉晃（初段） 大城哲男（初段）

上原正一 比嘉薫（３級）

第7回　1974/04/21 13:00開始　　於：那覇市民会館大ホール

第8回　1975/07/27 13:00開始　　於：那覇市民会館大ホール



当間武（３級） ほか

普及型１・普及型２ 友寄降順（２級） 比嘉佑治（３級）

（指揮：糸数昇２段） 神山長輝（３級） 森江和夫（４級）

金城進

内歩進（ナイハンチ）初段 比嘉加代子

平安（ピンアン）３段 豊川妙子

慈恩（ジオン） 比嘉稔（５段）

抜塞（パッサイ）大 翁長良光（錬士）

雲水（ウンスー） 伊波行栄（錬士）

公相君（クーサンクー）大 大城一晃（錬士）

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

普及型１・２ 長嶺つよし 長嶺寿

（指揮：翁長良光教士７段） 知念均 当真嗣広

金城鋭児 上原進（４級）

成田智彦（４級） 森江和夫（３級）

比嘉佑治（２級） 知念徹（２級）

　　　櫻

内歩進（ナイハンチ）初段 金城彦鋭 神山長輝（３級）

（指揮：大城一晃教士７段） 高江洲忠 東山正道

金城幹男 高江洲昌秀

糸数敏（３級） 比嘉薫（１級）

知念正栄 比嘉晃（初段）

上原正一（２段） 新崎景文（２段）

糸数昇（２段） 宮里敏雄（２段）

高安護（２段） 糸数健（３段）

嘉手川重夫（３段） 当間嗣英（４段）

嘉数嘉昌（４段） 比嘉稔（錬士）

呉屋栄喜（錬士）

第9回　1976/09/05 14:00開始　　於：那覇市民会館大ホール



板割り 豊川妙子（初段）

約束組手 豊川妙子（初段） 浜川真砂

鎭闘（チントウ） 真里善彦（５段）

慈恩（ジオン） 比嘉稔（錬士）

内歩進（ナイハンチ）３段 翁長良光（錬士）

公相君（クーサンクー）大 大城一晃（錬士）

十三（セイサン） 長嶺但吉（教士）

普及型 知念徹(１級） 比嘉佑治（１級）

（指揮：比嘉佑直範士） 知念均（３級） 宮城たかし

浜川真砂（３級） 浜川玲子（４級）

比嘉秀雄（５級） 牧志智子

安座間澄子 宇根清子

新垣満子 多嘉良和枝

仲宗根郁子 伊波みどり

山城愛子 仲村光子

山内洋子 下地末子

比嘉文子 神田小夜子

前川ケイ子 金城政子

小渡敏子 下地政美

上間順子 宇根和子

仲宗根美智子 屋良悦子

島袋直美 知名光枝

大里恵子 上里敦子

内歩進（ナイハンチ）初段 大城一晃（教士７段） 伊波行栄（教士）

（指揮：仲村良雄教士７段） 翁長良光（教士） 比嘉稔（錬士６段）

呉屋栄喜（錬士６段） 小渡敏夫（５段）

当真重信（５段） 知念正栄（４段）

嘉数嘉昌（５段） 当間嗣英（４段）

糸数健（３段） 嘉手川重夫（３段）

第10回　1978/04/30 14:00開始　　於：那覇市民会館大ホール



糸数昇（３段） 高安護（２段）

上原勝栄（２段） 新崎景文（２段）

上原正一（初段） 城間安春（初段）

嘉数次盛（初段）

抜塞（パッサイ）小 比嘉佑治

公相君（クーサンクー）小 知念徹

内歩進（ナイハンチ）３段 大城一晃（教士７段） 伊波行栄（教士７段）

（指揮：比嘉佑直範士） 小渡敏夫（５段） 比嘉稔（錬士６段）

呉屋栄喜（錬士６段） 知念正栄（４段）

当間嗣英（４段） 当真重信（５段）

糸数健（３段） 糸数昇（３段）

高安護（２段） 翁長良光（教士７段）

深井強（初段） 松川栄吉（初段）

抜塞（パッサイ）大 翁長良光（教士７段）

普及型１、２ 安座間澄子 外　25名

（指揮：比嘉稔６段）

平安（ピンアン）3段 新垣勝美（４級）

普及型１・２ 比嘉美和子 神田美知枝

（指揮：新垣勇4段） 高良知意子 大城江了子

当間嗣美 瑞慶覧洋子

城間友子 諸見里初美

中村末子 金城愛子

平安（ピンアン）5段 宇久朝治（初段） 比嘉秀敏（初段）

（指揮：当間嗣英５段） 仲程勇（初段） 川満正彦（初段）

大城徹夫（初段） 宮国博文（初段）

高田明秀（初段） 知念徹（１級）

比嘉佑治（１級）

個人演武 多嘉良和枝

第11回　1979/09/29 18:00開始　　於：那覇市民会館大ホール



ヌンチャク 新垣勝美（４級）

サイ 玉城秀子　外４名

普及型１・２ 知念徹（１級） 比嘉佑治（１級）

（指揮：知念正栄５段） 知念均（２級） 比嘉秀雄（３級）

知念敬（５級）

内歩進（ナイハンチ）初段 島袋全雄（２段） 島袋宸勝（２段）

新崎景文（２段） 宇久朝治（初段）

比嘉秀敏（初段） 嘉手苅右徳（初段）

宮城正典（初段） 豊里　行（初段）

嘉手苅信泉（初段）

十手（ジッテ) 比嘉佑治（１級）

内歩進（ナイハンチ）３段 比嘉稔（６段） 呉屋栄喜（６段）

（指揮：島袋勝之教士） 知念正栄（５段） 当間嗣英（５段）

新垣勇（４段） 新崎景文（２段）

比嘉秀敏（初段） 宇久朝治（初段）

嘉手苅信泉（初段） 小渡敏夫（７段）

公相君（クーサンクー）小 知念徹（１級）

サイ 新垣勇（４段）

抜塞（パッサイ）小 知念正栄（５段）

十手（ジッテ) 当間嗣英（５段）

慈恩（ジオン） 比嘉稔（６段）

抜塞（パッサイ）大 小渡敏夫（７段）

公相君（クーサンクー）小 大城一晃（７段）

抜塞（パッサイ）大 比嘉佑直（範士10段）

第12回　1980/08/02 18:00開始　　於：那覇市民会館大ホール



普及型１・２ 安座間澄子（４級） 宇根清子（４級）

（指揮：翁長良光教士） 新垣満子（４級） 大城信子（４級）

比嘉豊子（４級） 親富祖つや子（４級）

金城裕實（４級） 知念良子（４級）

比嘉和代（４級） 糸洲幸代（４級）

伊礼門喜美（４級） 玉城君江（４級）

津波千江（４級） 津覇和子（４級）

奥間順子（４級） 上村須恵子（４級）

源啓美（４級） 大城立子（４級）

金城留美子（４級） 比嘉恵美子（４級）

平安（ピンアン）２段 新垣昌行（初段）

内歩進（ナイハンチ）初段 知念徹（初段） 国吉直貴（４級）

（指揮：新垣勇４段） 仲宗根成通（４級） 金城昇（４級）

大城哲夫（４級） 金城徳治（４級）

糸村直樹（４級） 西村公彦（４級）

金城繁政（４級）

普及型２・十手（ジッテ） 比嘉佑治（１級）

普及型１・２ 島袋春夫（初段） 屋我嗣光（初段）

（指揮：翁長良光教士） 豊里真光（初段） 新垣昌行（初段）

知念徹（初段） 嘉数世勝（３級）

伊良嶺宗譲（３級） 宮城肇（３級）

当真嗣弘（３級） 長嶺寿（３級）

長嶺毅（４級）

内歩進（ナイハンチ）初段 島袋宸勝（3段） 島袋全雄（3段）

（指揮：島袋勝之教士） 嘉手苅右徳（2級） 宮城正典（2級）

新垣昌行（初段） 知念徹（初段）

島袋春夫（初段） 屋我嗣光（初段）

嘉数世勝（3級） 伊良嶺宗謙（3級）

当真嗣弘 比嘉秀敏（初段）

公相君（クーサンクー）小 知念徹（初段）

内歩進（ナイハンチ）3段 大城一晃（教士） 小渡敏夫（教士）

（指揮：島袋勝之教士） 翁長良光（教士） 知念正栄（５段）



比嘉稔（錬士） 呉屋栄喜（錬士）

当間嗣英（５段） 新垣勇（４段）

島袋宸勝（3段） 島袋全雄（３段）

嘉手苅右徳（２段） 宮城正典（２段）

十手（ジッテ） 当間嗣英（５段）

十三（セイサン） 新垣勇（４段）

慈恩（ジオン） 比嘉稔（錬士）

公相君（クーサンクー）小 呉屋栄喜（錬士）

抜塞（パッサイ）小 知念正栄（５段）

抜塞（パッサイ）大 翁長良光（教士）

公相君（クーサンクー）大 大城一晃（教士）

抜塞（パッサイ）大 小渡敏夫（教士）

慈恩（ジオン） 宮城篤正（教士）

新垣小の壮鎭（ソーチン） 比嘉佑直（範士）

抜塞（パッサイ） Patrick Rault（円武館）

第19回　1994/11/03 14:00開始　　於：沖縄市民会館大ホール


