No. 掲載年月日 コラム名
1

2017.04.02 道場めぐり1

属

田名真之

沖縄発 世界に誇る文化

比知屋義夫

沖縄剛柔流空手道協比知屋道場

ミゲール・ダルーズ

アルゼンチン宮里道場

仲本政博

沖縄伝統古武道保存会総本部文武館

田名真之

発祥の要因 見直す動き 尚真の刀狩り 明確に否定

東恩納盛男

国際沖縄剛柔流空手道連盟総本部

世界の沖縄空手事情２

ミゲール・ダルーズ

沖縄小林流空手道究道館連合会イスラエル

KARATEトピックス

平良慶孝

世界松林流空手道連盟

道場めぐり5

瀬名波重敏

沖縄空手道剛柔流琉翔会総本部

世界の沖縄空手事情３

ミゲール・ダルーズ

南アフリカ順道館支部道場

町田初子

上地流アゲダ女性道場

高良名勇

沖縄小林流空手道協会志道館本部

2017.04.09 道場めぐり2
2017.04.16 道場めぐり3
沖縄空手ヒストリー２

4

2017.04.23 道場めぐり4

5

2017.4.30

6

所

上地流空手道振興会本部道場

世界の沖縄空手事情１
3

名

上原武信

沖縄空手ヒストリー1
2

氏

2017.05.07 KARATEトピックス
道場めぐり6

真栄城守信
宮里勉
仲本雅有
真喜志実
沖縄空手ヒストリー３
7

8

9

進貢船 海賊対策に鉄砲 島津侵入と琉球の武具
学校教育と空手（上）

2017.05.14 KARATEトピックス
道場めぐり7

比嘉稔

沖縄小林流流空手道連合会

世界の沖縄空手事情４

ミゲール・ダルーズ

大城善栄 パリ尚道館
学校教育と空手（下）

2017.05.21 KARATEトピックス
道場めぐり8

當山全秋

琉球国技空手道剛柔流天武心治館

沖縄空手ヒストリー４

田名真之

近世の琉球武士の嗜み 武芸より学問を重要視

高良信徳

沖縄上地流唐手道協会普天間道場

ミゲール・ダルーズ

照屋正一 ハワイ聖武館

八木明人

国際明武舘剛柔流空手道連盟総本部

道場めぐり10

佐久川政信

少林寺流洗心館佐久川道場

沖縄空手ヒストリー５

田名真之

公相君と「クーサンクー」伝承の型 唱えに類似性

2017.05.28 道場めぐり9
世界の沖縄空手事情５

10

田名真之

2017.06.04 空手と私

11

12

2017.06.11 空手と私

よなは徹

ミュージシャン・国際沖縄少林流聖武館空手道協会

道場めぐり11

照屋幸栄

沖縄剛柔流空手道協会本部道場研修館

世界の沖縄空手事情６

ミゲール・ダルーズ

オーストラリア アーサー・ラモス武道センター

阿波根直信

小林流礼法館協会総本部道場

田名真之

「手ツクミ」と「唐手」

2017.06.18 道場めぐり12
国際セミナー愛好家集う
沖縄空手ヒストリー６

13

14
15

16

17

池原英樹

金武「池原塾」

道場めぐり13

島袋善保

国際沖縄少林流聖武館総本部道場

世界の沖縄空手事情7

ミゲール・ダルーズ

ドイツ白鷺道場

2017.06.25 KARATEトピックス

2017.07.02 世界へ伝統の技と心

友寄隆宏

沖縄空手ヒストリー7

田名真之

御茶屋御殿での唐手演武1

島袋太悟

小林流武徳館太悟道場

道場めぐり14

島袋常雄

上地流空手道・琉球古武道南原守礼館

世界の沖縄空手事情8

ミゲール・ダルーズ

インド武術アカデミー

上江洲仁吉

WUB沖縄会長・上地流

道場めぐり15

瀬長義常

上地流拳誠会本部道場

沖縄空手ヒストリー8

田名真之

御茶屋御殿での唐手演武2

神谷仁

かみや母と子のクリニック院長・松林流空手道連盟興道館西崎道場

道場めぐり16

八木明達

国際明武舘剛柔流空手道連盟総本部

世界の沖縄空手事情9

ミゲール・ダルーズ

米国コールマウンテン空手道場

翁長良一

沖縄剛柔流空手道協会・ヨーロッパ本部長

ミゲール・ダルーズ

イタリア順眞館

大城利弘

島派松林流空手連合会

田名真之

御茶屋御殿での唐手の演武3

2017.07.09 空手と私

2017.07.16 空手と私

2017.07.23 空手と私

18

2017.07.30 伝統継承に力

19

2017.08.06 技や型の動き 論理追求

世界の沖縄空手事情10
沖縄空手ヒストリー9
20

21

2017.08.13 空手と私

富川盛武

沖縄県副知事・剛柔流

道場めぐり17

平良慶孝

松林流興道館平良空手道場

世界の沖縄空手事情11

ミゲール・ダルーズ

スリランカ南亜細亜小林舘本部

2017.08.20 伝統重視の振興求める
沖縄空手ヒストリー10

22

2017.08.27 空手と私

県の実態調査から。
田名真之

御茶屋御殿での唐手の演武4

儀保宜裕

沖縄小林流翔武館総本部儀保空手道場

23

24

25

26

27

28

道場めぐり18

島袋春吉

上地流那覇南修武館

世界の沖縄空手事情12

ミゲール・ダルーズ

ノルウェーBSI空手

2017.09.03 県空手振興課課長に聞く。

山川哲男

道場めぐり19

外間哲弘

沖縄剛柔流拳志會空手道・古武道総本部

沖縄空手ヒストリー11

田名真之

唐手佐久川の履歴点検

2017.09.10 空手と私

賀数淳

糸満市消防本部消防長・松林流空手道連盟興道館西崎道場

道場めぐり20

宮城驍

小林流宮城空手道場

世界の沖縄空手事情13

ミゲール・ダルーズ

ヘラルド・バルベス究道館支部道場（カナダ）

2017.09.17 空手と私

大城眞幸

元県職員沖縄拳法

道場めぐり21

我謝孟弘

沖縄上地流唐手道保存会本部道場与那原修武館

沖縄空手ヒストリー12

田名真之

前近代を振り返る

平山良明

沖縄伝統古武道保存会総本部文武館

道場めぐり22

渡嘉敷唯賢

沖縄剛柔流・泊手空手道協会専武館総本部渡嘉敷道場

世界の沖縄空手事情14

ミゲール・ダルーズ

米国女神ガーデン道場

比嘉稔

沖縄小林流空手道究道館連合会

道場めぐり23

玉城剛

国際松源流空手道協会

沖縄空手ヒストリー13

田名真之

王国末期から明治にかけての「3大拳聖」

上地哲

沖縄県よろず支援拠点のチーフコーディネーター・上地流

道場めぐり24

伊波光太郎

琉球古武道琉棍会・守道館総本部

世界の沖縄空手事情15

ミゲール・ダルーズ

セルビア沖空会セルビア本部

伊波清吉

沖縄小林流空手道米国志道館

田名真之

松村宗棍の「遺訓」

知念賢祐

沖縄小林流空手道・古武道連盟ワールド王修会

ミゲール・ダルーズ

ブラジル重礼館フラビオ道場

2017.09.24 空手と私

2017.10.01 KARATEトピックス

2017.10.08 空手と私

29

2017.10.15 生涯武道 人格形成に力

30

2017.10.22 伝統貫き技説く指導

沖縄空手ヒストリー14
世界の沖縄空手事情16
31

2017.10.29 空手の日奉納演武
世界の沖縄空手事情17

32

33

県内重鎮空手家
世界の沖縄空手事情17

カナダ デサ空手スクール

仲里稔

小林流小林舘協会総本部道場

KARATEトピックス

究道館海外支部長

沖縄小林流空手道究道館連合会

沖縄空手ヒストリー15

沖縄空手ヒストリー15

糸洲安恒 近代空手の功労者（上）

宮城鷹夫

全沖縄空手古武道連合会最高顧問

2017.11.05 道場めぐり25

2017.11.12 空手と私

34

35

36

37

道場めぐり26

喜友名朝孝

少林流立志館

世界の沖縄空手事情18

世界の沖縄空手事情18

スイス 沖縄シャブレ空手クラブ

平良慶孝

世界松林流空手道連盟

佐久川政信

少林寺流洗心館・全沖縄空手道連盟会長

道場めぐり27

上間康弘

小林流守武舘上間道場

沖縄空手ヒストリー16

沖縄空手ヒストリー16

糸洲安恒 近代空手の功労者（中）

2017.11.19 県文化功労者２氏に聞く

2017.11.26 空手と私

松田芳正

沖縄空手道小林流妙武館総本部

道場めぐり28

赤嶺浩

沖縄小林流空手道無拳会・琉球古武道心武館

世界の沖縄空手事情19

ミゲール・ダルーズ

キューバ剛柔館

2017.12.04 空手と私
道場めぐり29

新城清秀

上地流空手道拳優会本部道場

沖縄空手ヒストリー17

田名真之

糸洲安恒 近代空手の功労者（下）

2017.12.10 県国際大会キャラバン
世界の沖縄空手事情20

38

39

ニュージーランド ファンガパラオア本部道場

赤嶺嘉英

総合イベントプロデューサー田英社元社長・上地流那覇南修武舘

道場めぐり30

城間勝雄

琉球古武道連盟沖縄松林流武拳感館

沖縄空手ヒストリー18

田名真之

糸洲十訓（唐手十箇条）

佐久本嗣男

劉衛流龍鳳会

道場めぐり31

島袋吉郎

一心流国際空手道連盟

世界の沖縄空手事情21

ミゲール・ダルーズ

アンゴラ ペドロ・アトレティコ

上原勇

上地流空手道振興会関東関西連盟

ミゲール・ダルーズ

ベルギー文武館ブリュッセル

2017.12.17 空手と私

2017.12.24 空手と私

2017.12.31

41

2018.01.07 次代の肖像

世界の沖縄空手事情22

43

DC・HAWAII・LA
ミゲール・ダルーズ

40

42

玉井栄良

仲本守

沖縄伝統古武道保存会文武館

道場めぐり32

久場良男

沖縄空手道拳法会拳武館

沖縄空手ヒストリー19

田名真之

「唐手」の中央デビュー

比嘉康雄

沖縄空手道小林流究道館連合会

道場めぐり33

宮城毅

沖縄空手道小林流志道館東京協会宮城道場

世界の沖縄空手事情23

ミゲール・ダルーズ

チェコ 守武館上間道場

2018.01.14 次代の肖像

振興会・県・ビューロー見本演武会

2018.01.21
沖縄空手ヒストリー20

田名真之

沖縄師範学校生と嘉納治五郎

44

45

46

2018.01.28 空手と私

上地一郎

沖宮禰宜・小林流

道場めぐり34

平良吉雄

沖縄空手道剛柔会尚武館照屋道場

世界の沖縄空手事情24

ミゲール・ダルーズ

カメルーン沖縄小林流

當山敏

琉球国技空手道剛柔流天武心治館

道場めぐり35

親川仁志

沖縄空手道少林寺流振興会西原道場

沖縄空手ヒストリー21

田名真之

船越義珍（上）

2018.02.04 次代の肖像

2018.,2.11 県国際大会キャラバン
世界の沖縄空手事情25

47

48

49

51

52

53

スロベニア喜舎場塾

宮城郁

沖空会アルゼンチン支部

金城政和

沖縄上地流保存会・琉球古武道保存会久場川修武舘

沖縄空手ヒストリー22

田名真之

船越義珍（下）

澤田清

澤田英語学院学長・小林流

道場めぐり37

城間清栄

沖縄松真流空手道協会錬眞館

世界の沖縄空手事情26

ミゲール・ダルーズ

ウルグアイ空手古武道協会

2018.02.25 空手と私

2018.03.04 沖縄空手会館きょう会館一年

山川哲男
田名真之

流派の誕生

照屋雅浩

那覇市消防局中央消防署長・沖縄小林流協会守武館照屋道場

道場めぐり38

下地康夫

上地流空手道連盟関東本部長

世界の沖縄空手事情27

ミゲール・ダルーズ

アラブ首長国連邦国際連合空手団

伊波光忠

琉球古武道琉棍会守道館総本部

道場めぐり39

阿波根昌義

上地流空手道硬軟会・沖縄古武道周和会阿波根道場

沖縄空手ヒストリー24

田名真之

連載終了にあたって

太田栄八

松林流LA

道場めぐり40

岸本勝幸

沖縄空手古武道拳勝会宇茂佐道場

世界の沖縄空手事情28

ミゲール・ダルーズ

デンマーク上心館

嘉手苅徹

真髄へ

金城憲・憲太

沖縄上地流保存会・琉球古武道保存会「久場川修武舘」

道場めぐり41

嘉数嘉昌

沖縄小林流拳士会総本部

世界の沖縄空手事情29

ミゲール・ダルーズ

米国ボストン ウォルター・マッソー道場会

2018.03.11 空手と私

2018.03.18 次代の肖像

2018.03.25

2018.04.01 沖縄空手国際大会県内予選
沖縄空手「型」を探る1

54

ミゲール・ダルーズ

道場めぐり36

2018.02.18

沖縄空手ヒストリー23
50

東京・ミュンヘン・マドリード・ロンドン

2018.04.08 次代の肖像

55

2018.04.15 開祖・完文氏の像 除幕

上地完尚・完司

上地流空手道協会

上原武信
沖縄空手「型」を探る2
56

57

嘉手苅徹

変容

瀬名波重敏

沖縄空手道剛柔流琉翔会総本部

道場めぐり42

池宮城正明

剛柔流沖縄明武館本部

世界の沖縄空手事情30

ミゲール・ダルーズ

タンザニア ザナキ道場

ミゲール・ダルーズ

カナダ 松林流

2018.04.22

2018.04.29 振興ビジョン策定
世界の沖縄空手事情31

58

59

60

61

62

63

64

2018.05.06 空手と私

安元實

青砂工芸館・松林流

道場めぐり43

仲里栄昭

沖縄小林流空手古武道協会仲里本部道場

沖縄空手「型」を探る3

嘉手苅徹

型の構成

島袋善俊

国際沖縄少林流聖武館空手道協会沖縄総本部副館長

道場めぐり44

前田清正

沖縄松源流空手道協会

世界の沖縄空手事情32

ミゲール・ダルーズ

英国 MATS道場

高良一也

沖縄上地流唐手道協会普天間道場

道場めぐり45

屋宜勲

舞手本部流合戦取手会総本部湧泉館

沖縄空手「型」を探る4

嘉手苅徹

普及型1

上間建

小林流守武館上間道場副館長

道場めぐり46

喜屋武徹

沖繩拳法空手道協会拳友会真栄原道場

世界の沖縄空手事情33

ミゲール・ダルーズ

ロシア アルファ武道クラブ

神谷武史

琉球舞踊家・小林流

道場めぐり47

大城信子

沖繩空手道小林流大信館本部道場

沖縄空手「型」を探る5

嘉手苅徹

普及型2

2018.05.13 次代の肖像

2018.05.20 次代の肖像

2018.05.27 次代の肖像

2018.06.03 空手と私

親川仁志・蔵元雅一

「明治神宮奉納演武」

道場めぐり48

新城正史

沖繩空手道剛柔流尚武館総本部道場

世界の沖縄空手事情34

ミゲール・ダルーズ

サウジアラビア 小林流と古武道

安田哲之介

沖縄剛柔流空手道総本部順道館最高顧問

嘉手苅徹

剛柔流 撃砕2

上原勝栄

ボクシング沖縄共栄上原ジム元会長・究道館

佐和田香織

劉衛流龍鳳会香織那覇龍鳳館

2018.06.10 KARATEトピックス

2018.06.17 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る6

65

2018.06.24 空手と私
道場めぐり49

世界の沖縄空手事情35
66

ミゲール・ダルーズ

スペイン カマニー道場

仲程力

沖縄空手道協会上地流相談役

嘉手苅徹

剛柔流 サンチン（三戦）

世界の沖縄空手事情36

ミゲール・ダルーズ

フランス アゴラスポー

道場めぐり50

仲村渠良一

沖縄剛柔流空手道正道館南風原道場

2018.07.01 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る7

67

68

2018.07.08 世界大会開幕まで3週間余

2018.07.15 国際大会一ヶ月前記念演武
沖縄空手「型」を探る8

69

70

嘉手苅徹

剛柔流 転掌（てんしょう）

道場めぐり51

壇上祐一

世界松林流空手道連盟大阪支部興道館大阪道場

世界の沖縄空手事情37

ミゲール・ダルーズ

ポーランド ピンクゾブクラブ小林流

2018.07.22 小林流開祖・知花朝信顕彰碑29日除幕

2018.07.29 第一回国際大会特集
世界の沖縄空手事情38

71

2018.08.05 第1回沖縄空手国際大会前半戦

72

2018.08.12 第1回沖縄空手国際大会を振り返る
世界の沖縄空手事情39

73

2018.08.19
沖縄空手「型」を探る9

74

2018.08.26
世界の沖縄空手事情40

75

76

2018.09.02 空手と私

78

翁長雄志知事
4団体会長

県代表世界を迎え撃つ

ミゲール・ダルーズ

海の向こうの情熱家たち

ミゲール・ダルーズ

ポルトガル IOGKF本部道場

島袋幸信

欧州上地流空手道協会技術顧問・上地流宗家範士9段

嘉手苅徹

上地流 サンチン（三戦）

大城善栄

空手・古武道8段剛柔流

ミゲール・ダルーズ

フィリピン デ・ラ・サール志道館

米里吉則

JICA沖縄職員・国際沖縄剛柔流空手道連盟総本部

道場めぐり75

与那嶺幸助

沖空会さしき道場

沖縄空手「型」を探る10

嘉手苅徹

上地流 サンセーリュー（三十六）

高良信徳

沖縄上地流唐手道協会

ミゲール・ダルーズ

ブラジル新秀館 アカデミア・マトリス

知花惠春

沖縄空手道小林流尚倫會

道場めぐり53

伊敷秀忠

古武道守礼之邦

沖縄空手「型」を探る11

嘉手苅徹

小林流 ナイハンチ（内歩進）

2018.09.09 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情41

77

県内重鎮空手家

2018.09.16

2018.09.23 沖縄空手御庭

神谷武史・富田めぐみ

79

80

81

道場めぐり54

金城孝

沖縄孝武流空手道古武道孝武会

世界の沖縄空手事情42

ミゲール・ダルーズ

モーリシャス 拳法会拳武館

知念みさ子

琉球舞踊師範・沖縄船越少林流空手・古武道協会清流館

道場めぐり55

豊見城あずさ

沖縄劉衛流空手・古武道龍鳳会あずさ龍鳳館

世界の沖縄空手事情43

ミゲール・ダルーズ

米国 レバノン一心流空手スクール

道場めぐり56

玉寄英美

琉球古武道哲心館

沖縄空手「型」を探る12

嘉手苅徹

松林流クーサンクー（公相君、北谷屋良公相君、知花公相君）

宮城驍

沖縄小林流空手道協会

ミゲール・ダルーズ

仏領ギアナ ウエスト武道流

真栄城守成

上地流空手道・琉球古武道新都心守礼館

嘉手苅徹

型名の変遷ー近代化の証

2018.09.30 空手と私

2018.10.07 沖縄空手御庭きょうまで

2018.10.14 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情44

82

2018.10.21 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る13

83

2018.10.28 空手の日 奉納演武
世界の沖縄空手事情45

84

85

ミゲール・ダルーズ

チリ 神武館ミラソル

国吉真徹

大伸㈱常務取締役・沖縄空手道剛柔会副会長

道場めぐり57

与那嶺正徳

沖空会上地流コザ道場

沖縄空手「型」を探る14

嘉手苅徹

完子和（かんしわ）

2018.11.04 空手と私

2018.11.11 沖縄空手振興ビジョンシンポジウム
世界の沖縄空手事情46

86

87

88

ミゲール・ダルーズ

米国 リリー小林流空手道場
障がい者空手・親善サミット

道場めぐり58

津波清

沖縄小林流空手道伊祖武芸館

沖縄空手「型」を探る15

嘉手苅徹

スーパーリンペイ（ペッチューリン、壱百零八手）

2018.11.25 文化功労者表彰

仲程力

沖縄県空手道連合会相談役

道場めぐり59

与儀勝彦

沖縄剛柔流空手人間塾

世界の沖縄空手事情47

ミゲール・ダルーズ

ニュージーランド ダニーデン伝統空手研究所

伊波光太郎

琉球古武道琉棍会

嘉手苅徹

小林流 雲手（うんしゅ）

2018.12.02 求道ー我が道
2018.12.09 沖縄空手指導者派遣事業
世界の沖縄空手事情48

90

東恩納盛男ほか

2018.11.18 KARATEトピックス

沖縄空手「型」を探る16
89

県内重鎮空手家

2018.12.16 空手と私

ロシア
ミゲール・ダルーズ

アルゼンチン 小林流武徳館

神村武之

元県薬剤師会会長・剛柔流順道館

91

92

93

道場めぐり60

国吉幸雄

琉球古武道保存振興会総本部

沖縄空手「型」を探る17

嘉手苅徹

ピンアン（平安、初段〜五段）

喜納兼次郎

沖縄振興開発金融公庫理事・沖縄本部御殿手空手古武道協会

道場めぐり61

嵩西昌利

沖縄道柔流空手道協会当蔵空手道場

世界の沖縄空手事情49

ミゲール・ダルーズ

ベトナム 沖縄伝統空手・古武道

2018.12.23 空手と私

2018.12.30 空手と私

與儀清春

建築家・小林流志道館無聲塾・上地流新都心守礼館

道場めぐり62

眞喜志哲雄

世界松林流空手道連盟興道館眞喜志空手道場

世界の沖縄空手事情50

ミゲール・ダルーズ

米国 ジェンセンビーチ上地流空手道場

宮城篤正

元県立芸大学長・沖縄空手道小林流究道館

嘉手苅徹

剛柔流 シソーチン（シソウチン、四向戦、四向鎮）

八木明広

国際明武舘剛柔流空手道連盟総本部副館長

道場めぐり63

城間富秀

沖縄剛柔流秀武館城間空手道場

世界の沖縄空手事情51

ミゲール・ダルーズ

ペルー 神人武館サンタアニタ

大城康彦

こくら台ハートクリニック院長・国際明武舘剛柔流空手道連盟総本部屋宜道場

道場めぐり64

喜久川政成

沖縄剛柔流空手道協会喜久川空手道場

沖縄空手「型」を探る19

嘉手苅徹

上地流 十戦（せーちん）

長嶺文士郎

那覇市泊小教諭・世界松林流空手道連盟

道場めぐり65

比嘉育哉

沖縄小林流空手道協会志道館比嘉空手道場

世界の沖縄空手事情52

ミゲール・ダルーズ

オーストリア 剛柔流順道館空手

當山全秋

琉球国技空手道剛柔流天武心治館

嘉手苅徹

剛柔流 セイユンチン、セイエンチン（制引戦、征遠鎮）

2019.01.06
沖縄空手「型」を探る18

94

95

96

97

2019.01.13 次代の肖像

2019.01.20 空手と私

2019.01.27 空手と私

2019.02.03 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る20

98

2019.02.10 沖縄空手指導者派遣事業
世界の沖縄空手事情53

99

ポルトガル
ミゲール・ダルーズ

スロバキア ドゥヴィ館ブラチスラバ

石川達雄

沖縄空手首里流城間眞繁筋「昭栄館」館主

道場めぐり66

宮里幸助

沖縄船越少林流空手・古武道協会清流館総本部

沖縄空手「型」を探る21

嘉手苅徹

少林寺流 チントウ、チントー（鎮闘）

2019.02.17

100 2019.02.24 沖縄空手の課題と展望
世界の沖縄空手事情54
101 2019.03.03 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る22

4団体会長に聞く
ミゲール・ダルーズ

ギリシャ 志道館白鷺道場アテネ

親川千吉

少林寺流振興会会長

嘉手苅徹

少林流 アーナンクー（安南空）

102 2019.03.10 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情55
103 2019.03.17 首里手の大家、糸洲安恒 写真は別人？
沖縄空手「型」を探る23
104 2019.03.24 「宮城長順展」トークショー

瀬長義常

上地流唐手道拳誠会

ミゲール・ダルーズ

ルーマニア アレキス武術クラブ

仲村顕
嘉手苅徹

少林流 ゴジューシホ（五十四歩）

新垣修一
東恩納盛男
嘉手苅徹

道場めぐり67

新垣敏光

世界松林流空手道連盟興道館

世界の沖縄空手事情56

ミゲール・ダルーズ

南アフリカ グレンビスタ空手アカデミー

大城信子

沖縄空手道小林流大信館

ミゲール・ダルーズ

メキシコ メキシコ沖空会山城道場

諸見里真助

沖縄本部御殿手空手古武道協会顧問「真武館」館長

道場めぐり68

桃原慶長

沖空会泡瀬水明館

沖縄空手「型」を探る24

嘉手苅徹

松林流 ワンカン（王冠）

田島一雄

沖縄空手道松林流喜舎場塾

道場めぐり69

松田義雄

上地流空手道屋富祖修武舘

世界の沖縄空手事情58

ミゲール・ダルーズ

モルドバ IOGKFモルドバ

知念宏

三崎工業社長・小林流

道場めぐり70

寺内一男

国際沖縄剛柔流空手道連盟清瀬道場

沖縄空手「型」を探る25

嘉手苅徹

剛柔流 サイファー（砕破）

喜屋武敦

空手指導・俳優・コテージ経営小林流空手道場協会志道館

道場めぐり71

山本真裕

国際沖縄少林流聖武館空手道協会府中支部

世界の沖縄空手事情59

ミゲール・ダルーズ

スウェーデン ミャルスタ沖縄空手道協会

新里勝彦

沖縄空手道松林流喜舎場塾

嘉手苅徹

型と鍛錬器具

新垣修一

剛柔流

ミゲール・ダルーズ

カザフスタン 第二本部道場

知名定男

民謡歌手・剛柔流尚武館総本部道場

道場めぐり72

奥浜真松

沖空会上地流具志川空手同好会

沖縄空手「型」を探る27

嘉手苅徹

上地流 十六（せーりゅー）

105 2019.03.31 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情57
106 2019.04.07

107 2019.04.14 KARATEトピックス

108 2019.04.21 空手と私

109 2019.04.28 空手と私

110 2019.05.05
沖縄空手「型」を探る26
111 2019.05.12 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情60
112 2019.05.19 空手と私

113 2019.05.26 第二回沖縄伝統空手儀式
世界の沖縄空手事情61

ミゲール・ダルーズ

米国 沖縄首里手空手

道場めぐり73

吉本景正

沖縄小林流武型館・琉球古武道信武館

沖縄空手「型」を探る28

嘉手苅徹

小林流 ソーチン（壮鎮）

沢岻政輝

剛柔流尚武館本部道場

ミゲール・ダルーズ

デンマーク 稽古館

道場めぐり74

上地拳王

県剛柔流空手道協会八重山支部拳秀館

沖縄空手「型」を探る29

嘉手苅徹

剛柔流 セーパイ（十八手）

金城実

彫刻家・沖縄小林流妙武館総本部顧問

道場めぐり75

赤嶺嘉松

少林流松村正統空手道保存会本部

世界の沖縄空手事情63

ミゲール・ダルーズ

カナダ 琉球空手センター

野原耕栄

沖縄空手道小林流竜球館空手古武道連盟

道場めぐり76

長嶺朝一郎

上地流琉志会安謝修武舘

世界の沖縄空手事情64

ミゲール・ダルーズ

アイルランド 松源流誠道場

喜納敏光

沖縄拳法空手道協会

道場めぐり77

松田猛

劉衛流龍鳳会松田屋我地龍鳳館

沖縄空手「型」を探る30

嘉手苅徹

小林流 ジオン（慈恩）

渡久山盛要

知花朝信 直弟子

ミゲール・ダルーズ

フランス 上地流

嘉手苅徹

上地流 完戦（かんちん）

ミゲール・ダルーズ

ベルギー 少林道場

嘉手苅徹

沖縄拳法 ニーセーシー（二十四）

114 2019.06.02 振興会の運営強化

115 2019.06.09 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情62
116 2019.06.16 沖縄空手案内センター開設2年

117 2019.06.23 空手と私

118 2019.06.30

119 2019.07.07

120 2019.07.14 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情65
121 2019.07.21 沖縄剛柔流空手道協会50周年
沖縄空手「型」を探る31
122 2019.07.28 上地流空手道協会60周年
世界の沖縄空手事情66
123 2019.08.04 沖縄伝統古武道世界大会
沖縄空手「型」を探る32

124 2019.08.11 国際沖縄剛柔流空手道連盟40周年記念大会 東恩納盛男
世界の沖縄空手事情67
125 2019.08.18 空手と私

ミゲール・ダルーズ

キューバ セリマル道場

照屋賢治

金秀本社取締役副社長・守武館照屋道場

道場めぐり78

前城敏弘

小林舘協会知念空手道場

沖縄空手「型」を探る33

嘉手苅徹

小林流パッサイ（パッサイ大・小、抜塞、抜砦）

ミゲール・ダルーズ

スペイン 修武舘道場

嘉手苅徹

剛柔流 サンセールー（三十六手）

126 2019.08.25 仲井真憲里生誕200年
世界の沖縄空手事情68
127 2019.09.01 伊波清吉トーカチ記念演武大会
沖縄空手「型」を探る34

県警察学校に空手導入

128 2019.09.08 KARATEトピックス
道場めぐり79

喜瀬功

沖縄少林流拳真館空手古武道連盟総本部

世界の沖縄空手事情69

ミゲール・ダルーズ

インドネシア文武館ソロ道場

藤岡俊郎

沖縄剛柔流空手道協会

嘉手苅徹

上地流 第二セーサン（完周、かんしゅう）

与那嶺幸助

上地流空手道連合会相談役

ミゲール・ダルーズ

イギリス上地流空手道協会（GB）

清水由佳

劉衛流劉鳳会

道場めぐり80

嶺井南康

沖縄剛柔流空手道協会嶺井空手道場

世界の沖縄空手事情71

ミゲール・ダルーズ

ベラルーシ ジオン道場

喜瀬冨盛

沖縄少林流拳真館空手古武道連盟総本部

嘉手苅徹

少林寺流ワンシュー（ワンスー、汪楫）

ミゲール・ダルーズ

米国ポルタ空手・古武道アカデミー

山城健一

沖縄古武道米須山城道場

道場めぐり81

糸数盛昌

上地流空手道硬軟会・又吉古武道眞武会盛武館本部

沖縄空手「型」を探る37

嘉手苅徹

型と体鍛え

照屋幸榮

沖縄剛柔流空手道協会会長・研修館

ミゲール・ダルーズ

ガーナ 上地流

嘉手苅徹

小林流 ジッテ（ジッティー、十手）

八木一平

沖縄空手道剛柔流明武舘総本部三代目

道場めぐり82

伊敷幸昌

剛柔流国際空手古武道連盟尚道館伊敷道場

世界の沖縄空手事情74

ミゲール・ダルーズ

ハンガリー天心空手道場

129 2019.09.15
沖縄空手「型」を探る35
130 2019.09.22 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情70
131 2019.09.29

132 2019.10.06 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る36
133 201910.13 ユネスコ登録へ沖縄空手シンポ
世界の沖縄空手事情72
134 2019.10.20

135 2019.10.27
世界の沖縄空手事情73
136 2019.11.03 空手の日「奉納演武」
沖縄空手「型」を探る38
137 2019.11.10 次代の肖像

石川正信

沖縄本部御殿手・円聖館

道場めぐり83

比嘉進

上地流空手道拳優会比嘉塾

沖縄空手「型」を探る39

嘉手苅徹

剛柔流 クルルンファー（久留頓破）

138 2019.11.17

139 2019.11.24 カナダの空手家門弟1.1万人

シーザー・ボウクカウスキ

道場めぐり84

新垣昭善

上地流空手道東京深川沖空会

世界の沖縄空手事情75

ミゲール・ダルーズ

オーストラリア ダーウィン直心館

140 2019.12.01 拳志會道場40周年記念祭

外間哲弘

沖縄剛柔流拳志會空手道・古武道総本部

道場めぐり85

塚本卓

沖縄少林寺流空手道協会 求道館東京支部塚本道場

沖縄空手「型」を探る40

嘉手苅徹

小林流 チンティー（チンテー、珍手）

阿波根直信

沖縄空手・古武道小林流礼邦館協会

ミゲール・ダルーズ

米国 沖縄小林流研鑽会

141 2019.12.01 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情76
142 2019.12.08 首里城と空手・古武道2氏に聞く

仲本政博
上間康弘

沖縄空手「型」を探る41

嘉手苅徹

松林流 ローハイ（鷺碑、鷺牌）

町田宗啓

上地流アゲダ社員道場

町田初子

上地流アゲダ女性道場

ミゲール・ダルーズ

ケニア 少林流

仲里秀雄

沖縄小林流空手道協会

道場めぐり86

與儀清斗

国際上地流空手道 琉球古武道與儀會館牧志支部

世界の沖縄空手事情78

ミゲール・ダルーズ

ニュージーランド 剛柔流と琉球古武道

久場良男

沖縄空手道拳法会拳館

嘉手苅徹

少林流 セイサン（セイサン）

143 2019.11.22
世界の沖縄空手事情77
144 2019.12.29 守武館禅空道場

145 2020.01.05 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る42
146 2020.01.12 空手と私

古谷千佳子

海人写真家・沖縄小林流空手道協会昭武館

道場めぐり87

新里昌雄

世界松林流空手道連盟興道館新里空手道場

世界の沖縄空手事情79

ミゲール・ダルーズ

ナミビア 沖縄剛柔流空手本部道場

古波蔵好明

小林流宮城空手道場

道場めぐり88

山城勝也

国際剛柔流空手道連盟山城道場

沖縄空手「型」を探る43

嘉手苅徹

剛柔流 セーサン（十三手）

ミゲール・ダルーズ

米国 小林流小林舘

147 2020.01.19 全盲の教士8段

148 2010.01.26 沖縄空手国際セミナー
世界の沖縄空手事情80

149 2020.02.02 「近代の空手教士たち」シンポ
沖縄空手「型」を探る44
150 2020.02.09 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情81
151 2020.02.16 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る45
152 2020.02.23 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情82
153 2020.03.01 ルーツ見つめ日々鍛錬

嘉手苅徹

上地流 セーサン（十三）

瀬名波重敏

沖縄空手道剛柔流琉翔会

ミゲール・ダルーズ

米国 オーセンティック古武術 空手・古武道スタジオ

比嘉稔

沖縄小林流空手道究道館

嘉手苅徹

三つの「セーサン」

赤嶺嘉松

少林流松村正統空手道保存会本部

ミゲール・ダルーズ

ラトビア 神人武館リガ道場

ジャマル・ミヤサラ

ドイツ国際沖縄少林流聖武館空手道協会

道場めぐり89

八木明人

国際明武舘剛柔流空手道連盟八木道場東京本部

沖縄空手「型」を探る46

嘉手苅徹

「型の言語化」

仲村健

一級建築士 沖縄小林流空手道協会守部館照屋道場

金城睦安

沖縄空手道剛柔流沖縄尚礼館

154 2020.03.08 沖縄空手演武大会2020上
155 2020.03.15 沖縄空手演武大会2020下
156 2020.03.22 空手と私
道場めぐり90

久志博次
世界の沖縄空手事情83
157 2020.03.29 求道ー我が道
沖縄空手「型」を探る47
158 2020.04.05 求道ー我が道

ミゲール・ダルーズ

英国・ポルトガル 武芸館

島袋常雄

上地流空手道守礼会 県古武道連盟会長

嘉手苅徹

連載終了にあたって

伊禮正樹

上地流系空手道連合会相談役
上地流ラムセスクラブ空手道代表世話人

手拳の系譜1
159 2020.04.12 精神鍛え奥義追求

仲村顕

沖縄から世界へ

與儀助盛

硬軟流空手錬成会

道場めぐり91

平良貞行

沖縄空手道剛柔流明武舘平良道場

世界の沖縄空手事情84

ミゲール・ダルーズ

米国 少林流松村正統

八木明達

国際明武舘剛柔流空手道連盟

仲村顕

「唐手」表記の語源1

堀川まゆみ

世界松林流空手道連盟
興道館真喜志空手道場

ミゲール・ダルーズ

ギニアビサウ 小林流王修会

島袋吉郎

一心流国際空手道連盟会長

160 2020.04.19 求道ー我が道
手拳の系譜2
161 2020.04.26 空手と私
世界の沖縄空手事情85
162 2020.05.03 求道ー我が道

手拳の系譜3

仲村顕

「唐手」表記の語源2

佐和田勇人

沖縄県空手振興課課長

ミゲール・ダルーズ

スウェーデン 岸本手研究会

高良正剛

沖縄剛柔流空手道協会理事長

道場めぐり92

藤本恵祐

沖縄上地流唐手道協会東京本部

手拳の系譜4

仲村顕

「唐手」表記の語源3

165 2020.05.24 大家の足跡1

首里手

163 2020.05.10 県空手振興課課長に聞く
世界の沖縄空手事情86
164 2020.05.17 伝承継承へ人材育成を

世界の沖縄空手事情87
166 2020.05.31 苦境越え門下生3000人
手拳の系譜5
167 2020.06.07 大家の足跡2
手拳の系譜6
168 2020.06.14 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情88

ミゲール・ダルーズ

バーレーン 究道館バーレーン

喜久川政信

カナダで小林流道場

仲村顕

「唐手」表記の語源4

泊手
仲村顕

武技の伝承経路1

真栄城守信

沖縄小林流空手道協会志道館無聲塾

ミゲール・ダルーズ

イタリア 空手ウーディネ道場

169 2020.06.21 大家の足跡3

那覇手

手拳の系譜7

仲村顕

武技の伝承経路2

喜久川政成

沖縄剛柔流空手道協会副会長

ミゲール・ダルーズ

アルゼンチン究道館・琉棍会

170 2020.06.28 求道ー我が道
世界の沖縄空手事情89

