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空手道の近代化をめぐる船越義珍に関する研究課題
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しはじめに  

1-1.これ訟でのさ芝手史研究の概要

空手道は今日，世界 140カ麗で行われ，またその稽吉人口も 4千万人を越えると目算されるそ

このように世界的な誌がりを見せる武道として確立された空手選であるが，これまセ我が菌で

は，空手避の発展吏に掬する学術論文は多くない.数少ない論考として津山克典によるものが

ある 2)3) すなわち，空手の発柊した土地である沖縄〈琉球菌)の臆史を概嬢し，そこにおけ

る中富文fととの接点，支配鵠境(身分制度，土地税度，禁武政策)とさき手との発祥の関係を採

っている.また，沖縄空手が有われた身分時層〈身分)や地域社会との鈎係について， 16後

紀頃から沖縄では身分と職業によって措金泌が厳重に規制されていた点に着自し，各地域特有

(首里手，那覇手，治手)のさ授手の発展過程を説明するとともに，搬の名称、や空手と舞踊との

関係から空手の発展過程に関して考察を加えている，この勉には，著者らがまとめた唐手術の

発祥に関する資料などがある 4)

このようにこれまで空手史が学術的な鷺史研究の対象とされにくかったのは，膿史研究に必

要とされる一次史料が極端に不足しているためであると考えられる.明治期弘前についていえ

ば，琉球への文字の伝来が 13世記末頃と遅かったために文字として記縁に残っている史料が

少なく，また，史欝の編纂が始まったのが 17世紀から 18世紀にかけてと議かったために

も少ないといった状読であるお.それに加え，空手道独自の特殊性として，稀古が秘密主義か

っ傾人指導を基本として行われていたことや，その教授形態が日誌索中心としており，伝書の

ようなものが存をしなかったことから，さらに当時をf云えるものが存荘しない状況が生まれて
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いみまた，明治類以降であっても太乎洋戦争の戦災により貴重な史料が焼失ー散逸し，体系

的な史料、の入手は難しいのが現況である.

このような状況において，優れた二次史料は主に郷土史研究家や空手道研究家によって専門

として発表されてきた.それらは，学識者によって史実が仔細に検証された経史研究か

ら，様々な省力人物の口承を収集したもの，現地調査によって記載されたものなと恐多岐にわた

っている.ー椀としては，藤原稜三 f格闘技の懸史t)，藤原稜三・儀間糞謹『対談近代語

手選の歴史を諮る t)，金城昭夫 f空手怯実録t)，大西栄三『空手史 J9)，外聞哲弘 f沖縄さ苦手道

の歩み.  r空予選歴史年表J11)，東曹、耕盛男 F開染流空手道史j121宮城篤JE r空手の墨史

などが挙げられる.

これらの資料は，個々の鑓係者にまつわる史実について非常に詳細な記議がなされており，

空手史研究には欠かせない貴援な二次史料である.しかし一方で，歴史研究に必要な一次史料

による立誌が成されていない記述や，媛味な記憶に進基づいた口碑なども混在しているため，そ

の取り鍛いには充分な設意を必婆とする. 

1-2.空手史研党の必襲牲と方法議

惑を述のように空手史に関する学術論文は数少ないことから，学術的な立証性を兼ね備えた研

究によって空予選の発展過程が明らかに谷れてゆくことが期待されている.また，二次史料に

該さ話するさを手史を扱った専門書籍の多くは絶版になっており，所蔵している間番館も限られる

ために入手困難である場合や，その存在カ叩現瞭な資料が多く，空手史を公に伝えていく役割

を組うには充分とはいえない.こうした事実からも，中立的かつ学術的な立場から空手史が研

究され，その成条が公刊される必婆性が存在する.

しかし， ~若手史研究においては，槌来の剣道や柔道に対するような時間軸に治って膝史を紐

解いていくといった謂究方法を用いることが難しい.ぞれは剣道や柔道が本土内というの

文化器で育まれてきたのに対し，空手道は琉球という明治期以前においては一種独特の文化盟

で育まれてきたものが，大正期に本土にイ去来し文化的土壌を蓄えるという，文化の背景となる

地域性の分断に室面し，その影響を受けているからである.また，上述のように発農の前段階

である明治期以前の記録がほとんど残っていないことから，時間輸を類番に辿っていくことが

難しい.一次史料となる記連や口碑が現存するのは明治期以降である.そこで空手史硯究にお

いては，剣道や柔道のように時系列的に務究を進めるのではなく，史料が比較的残されている

明治黙以降，つまり空手が公開され近代化されていく議殺をまず礎らかにし，その結果明らか

になったき若手という文北の思想的背景や人間的背景，政治的背景をもとに時鱒教をさかのほ
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り，空手史全体を明らかにしてゆくという方法論会取らざるをえない.また，現存する史料も

一次史料に分類されるようなものが少ないため，襲来の歴史研究のように一次史料だけに議急

会おいて研究を進めていくことは出来ない.そこでさま手史研究ではこ次史料に散在する様々な

を注意深く整理し，他の史実・史料と照らし合わせて繍廷できる部分を補正するととも

に，現地調査やo緯収集など人類学的な手法も取り入れて検証を重ねた上で，客観性を持った

史実を明らかにしていくという方法を取らなけれ誌ならないだろう.� 

1-3.船越義珍研究の意義

空手史の研究は，近代化を基点として絞り撒わなければならないことは前述した.まず本論

では武道のi!i:1t1tを「伝統的で複雑なf云承過程を辿る技術体系を，普及を呂的に大衆化し，分

かりやすい簡便なものを作り上げ，ぞれを普友していく過程Jであると定義する.このような

立っと，空手の近1t1との開始はいつからと捉えることが出来るだろうか.元々，

の{公承は秘密裏に一部の地域で， しかも特定の人たちによって軒われてきた.明治初期の稽古

状況を閥懇し� f私共がまだ少年の頃までは， .5長寺三の教援といふものを公然と狩う撃はなかっ

た.その修行だとか，形の簿援だとかいふ事は，なかなかやかましく秘密にしたものであっ

た.Jといった記述も残されている� 14) このように秘密裏に行われていた空手(当時は唐手，

以下特別なものを除きZ投手と表記する〉が一般に普及(会欝)される契機は，明治34年4月

の首思尋常小学校での正鵠体育採尽を始めとして，嬰治35年11月の沖縄県立勢子師範学校，

明治38年11月の沖縄県立第一中学校での正競体育導入など，沖縄県丹の主要な学校でのま謀

体育への導入である� 15) この空手の正課体育導入は，当時吉塁手の大家であった送金髪語� 

(1832-1916，生没ともに諸説あり)による県学務関係饗への働きかけによって察当局に採用

されたものである� 16) 当初，実擦の指導には糸洲安屋とともにその門下生であった長蔀雀逼

(1お6-1937)，花援峯議(1絹9-1945)が指導にあたっていた11)この頃，同じ糸掛門下生

でもあり糸洲安憶と並び称された会議萎雇(1828-1906)にも鶴事していた謡選義諺(18倒� 

1957，但し戸籍上は� 1870年生，諸説あり，また昭和初期に塞名腰から改称、している，本論

では時英語に関係なく船越を照いる〉は，地方新聞である� f琉球新報j(1893創弾〉に空手の紹

介記事を執筆するとともにく1902)18i，明治38，39年頃には問土佐を募って県下を2投手の公男演

武をしながら巡閲するなど空手の公開に黒力している� 19) また，ぞの他の動きとして，空手の
び望者おん

指導はそれまで傍人指導だけに救援方法が穣られていたのに対し，那務手の大家であった東思� 

(1853 -1915)は明治22年(1889)に沖縄県初のさ苦手道場を開設しているおこのよ

うに関誌の中期から後期にかけて空手は公掬され，沖縄県下で広く知られるようになってゆ
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く.特に を多くの学童・生徒に知らしめただけでなく，実際に体

験� a 習得し という意味でも重要であり，さらには父兄を始め学童・生徒を収り

く千士会全体にも大きな成饗を与えたという点でも，空手の公開・普及に最も実質的な効巣があ

ったと考えられる.つまり空手議の近代化は，この正課体育採用付近を基準に始まるとするの

が妥当であろう.

その?克明治必至ド12月，八代六郎司令官率いる海軍練習艦隊が那覇に寄識した折，

少年逮による され，その綾沖縄締範学校において麗部音量連指導教協の

下で選設さ イハンチjの室の特識を受けている� 21にまた，

る第一艦隊がや減湾に寄進した訴にも，船越義珍が沖縄祭立第…中

学校において海霊祭持校に対して合宿穣吉を行うなど，萌j台後期から大正践にかけて窓関係への

空手紹介の機会が増える� 22にそして，大正� 5，6年頃になると船越義珍と文言葉光(1888 

1947)によって本土初の会式演武が京都武諮毅において行われ，本土の多く

存在が知られるようにもなったお泌.続いて，大正10年3丹6日，昭和天皇(章太子時代)が

渡欧の述次沖縄になち寄った際，船越義珍がi実武の指導者を拝命し，嘗里城正殿の大京間にお

いてきE手を演武して台覧に供したおそして，船越義珍は大正� 11年� 4月沖縄県学務課からの

要請をうけて上京� 5月文部省主催の通勤展覧会にて空手の紹介を行うお)27) その後，

珍は，さらに尚家，講道館，陸箪持山学校などでも演武・解説を行いおそうしたつながりを

もとに東京において指導・務及の道に入ってゆく.やがて大正� 13年の

究会jの発足に引き続き，平縮問大学，拓殖大学など多数の大学に� f唐手研究会Jが発息さ

れ，その後の発展に大冬な影響を与えた.また，船越義珍と同時期に琉球王家の大名出身であ

る送車通基(1970~ 19叫がよ寂しており，この本部朝基は大正II年11丹京都市で催された

拳罰対柔道の大会に飛び入り参加し，ボクサーを脅した.この記事がfl刊誌� fキングi 

14年9月� l日〉に掲殺され，空手の威力会正く霞内に{云えることになったおその後，昭和� 

3年� S凡都議手の大家来態穀寛豊の弟子で跨j柔誌の箆絵者となる苔桑3言論ん(1988-1953) ， 

糸掛安恒，東窓、純潔畿の雨武を鰐事した糸東読書j始者の季支丘芸春江総-1952)が相次い

で本土にi皮り，関西方揺でのさ左手普哀を担うこととなるお

こうした近代化の大きな流れの中ではこのようにたくさんの空手家が活議したが，その中で

も船越義珍は，� r~授手滋普及の父 J 31) 近代空手道の父j 総などr 竺或いは近代手中興の根j

と呼ばれ， に重要な役割を果たした人物とされる.前述のi通り船越義珍はさき手

が普及していく '沖縄県下での公開演武，また師範学校での教捜34)35) 箪関係者への紹

介， そして何よりも本土で初めて公に空手を紹介し，会闘に空手令普及した



2005 :!f:歩道の近代化合めぐる船秘義珍に関する研究課題(宮本，中谷，青木，小体，数馬，外関 99

功労者である.また， を正式に「空手道jと称して一般に普及させたのも船越義珍に

よるものである必 37¥このように船越義珍は2岩手道の近代化に対して最も深く関わった人物で

あり，ミ予選発展に主主j援を捺げた人物である.また，船越義珍は明治元年の生まれであり，船

越義珍に緩いて本企に渡って禁手をど紹介した両日柔読の宮城長}I医，糸菜、流を興す摩文仁緊和

して， 20設も年長である，他の 2人の指導者が援に空手の公開され鎗めた頃に穣吉を始める

のに対して，船議義務は夜欝締範主に赴き個人教授を受ける時代を経験しーとしミる

ある.また給総義珍は母宅治政府による琉球蓮設量(1872年 9丹14B)および廃護憲霊媒(1879

王手 3fl31臼〉に少年甥を通ごし，沖縄の変革顛をリアルタイムに経験している.さらには沼

詰戦争(1894 1895)，臼露戦争(l部4~ 1905)の頃;こは援に指導者的な立場とじてその時拾

を乗り越え，第 2次数界大戦(1939く1941-日本>-1945)後も空手選の指導に携わってい

る.このように毅越義珍は空投手道普及の多くの場面に関わるとともに， r唐手jが

へと していく となった社会的激動期の全てを体載した証人として捉えることもでき

る，これらのことから，この船越義珍という人物が空手道に捧げた人生を研究していくことに

よって，その時代背紫，また当時の人間関係，そして空手道の近代化の技史全般が明らかにな

ってくると考えられる.そこで我々は先ず船越義珍に焦点をあて，船越義珍合連し

近代化の滋筋を探ってみることとする。 

2.船越義珍に関する研究課題  

2-1.船越義珍の略援と手界における足諒の概要

まず船滋義考会の種委麓とさ豊子界における足跡の概要を知るために，幾つかのこ次史料に記載さ

れる空手遂の退ftftに欝係する船越義珍周辺の記事を収集し，王手投頼に並べた.ここ

を関わず，構えばi湾じ察機にもかかわらず年月日が違うなどの問題があってもそのまま掲載し

た.あくまでこの校集表は今後の窺究・誘査の手掛かりとして，窺究の対象となるものを浮き

彫りにするために作成した.そのような方法をとることで，毒会麓義珍を中心とし

化の懸史をたときに，どのような時期の情報が少ないのか，または鰐か鴇解されて主義えられ

ている事柄なのか，史料の務状を塑らかにするとともに，船越義珍がどのように接われている

のかについても推察する意簡を含めた.なお，議査対象は君子選の専丹議事籍に加え，各盟体が

公開する*…ムペ…ジなども含めて行った.近年，これらの媒体は広報媒体として3重要な役割

を担うようになり，信頼性と社会性を有するようになってきた.出版の探算性の無い重要な史

料につい している場合などもあることから，本論では3重要な情報源として照いた.
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2-2鑑船越義珍に関する研究課題

…次史料の記事収集;こ際し，船越義珍に臨して次のような研究諜趨を今後検討する必要があ

ること治宝明らかとなった.

①船越義珍の稽古股:…般に童会越義珍は安襲安領，糸決!安慨に師事したとされているが，本

調査により事量五議;語録英語なれこも訴事していた記載が見つかった湖)胡しかし，そ

の詳縄は不号きである.また，安里安'低糸洲安値に飯事した時期などにも記議にばらつき

が晃られ，今後検討が:O、婆ヤある.さらに，飴越義珍が師事した安襲安値は琉球王家とも

つながりが強く，さき手の発展に政治的に関与していた可能性も考えられるが，史料が少な

いため今後謂査が必要である.

船越義珍の沖縄空手界での立場・評価(船越義珍上京前船越義珍は沖縄尚武会会長と

して紹介されるが41)今回の調査で尚武会に隠する詳細を記載したものを検索することは

出来なかった.船越義珍は昭和天皇(皇太子期)天童主演武の指揮をとるということは当時

の沖縄空手界では担当な立場にあったと考えられる� 42) しかし，船議義珍が沖縄空手界で

当時どのような地位にあったのかということの仔細を示す史料は極めて少なく，今後より

詳細な調査・史料収集が必要である.

湯船越義珍の沖縄空手界での立場・許制{船越義珍上京後捺滋は本土においてー唐手j

を� f:;:授手道J fこ変獲することに始まり，稽古の大系を大きく変えて行く.しかし，これが

沖縄においてどのように捉えられていたのかについてはほとんど記述が見つからない.本

土と沖縄での空手に対する考え方の議離なども合め，今後検討していく必要があるだろ

っ.

④船総義診の日本武道界での立場:船越義珍は姦鶴治五郎(1860 ~1938)の招致により講

道館で演武を行うなど43) 嘉納泊五部とのつながりがあったことがわかる.しかし，実擦

にどのような交流を持ち，またどのような影響そ受けたのかは判然としない.嘉納泊五郎

は近弐柔選の大成者であるとともに，近代体育にも大きな影響を与えている.そのことか

ら考えると，船越義珍と議納治五郎の関係会暁らかにすることは，受手道の近代化の道範

を知る上でも非常に重要になってくる.また一方で，飴銭義珍は剣道の大家である中山博

道� (1872 ~1958)の道場� f有稽館jを借用して稽古するなとマ叫)， r:tuJ博道とのつながり

も窺い知れる.しかし，実際にはどのような経緯で「有信舘jに招かれたのか，またどの

ような交涜があったのかについてはほとんど分かっていない.これらのことを欝査するこ
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とによって空手道が飽の武道との熊係でどのように近代党を果たしていったかが明らかに

なると考えられる.さらに，他の武道家との接触では，合気道創始者の植芝盛平(1鵠3-

1969)との記事があるがやはり詳細は不明であり必)掛その他の武道家に関しでは関係の

有無も不明であることから，これも今後の検討謀議である.これらと関連して，稜続の空

手家宮城長}I頂や摩文仁蓑和，その他の空手家とどのような関係にあったのかも明らかにす

る必要がある.

〔岳船滋義珍による普及と指導方法:船越義珍は大学調係を中心に多くの間人を持ったが，大

学での指導方法と本誌道場での指導方法など，どのようなものであったのか，またどのよ

うな違いがあったのかについても顎らかにしなければならない.さらに， s康範伐を務めた

下回武，船越義豪らとどのような関係で指導にあたったのか.また，特に大学関係では実

際に普段どのような稽おが行われていたのか，船越義珍の3撃に添ったものであったのかど

うかについても散れていかなけれぜならない.

母船越義珍と弟子逮との擦係:船越義珍の初期の高弟であった大塚博紀や小西康裕はそれぞ

れ一派を興して強立しているが，船越義珍はこれらの人物とどのような関係にあり，また

思想的にどのような瀧いそ持っていたのか，そしてそれが船越義珍の間入や空手界にどの

ような影響を与えたのかについても検討しなければならない. 

3.おわりに

空手濃の近代化の解明に関するその他の研究課盟

本塁先発では， fl-2.空手史務党の必要性と方詮議jで述べた方法論に黙り，先ず二次史料

に散在する情報の校集と年代別整理を行った.これらの調査の結果，前述のような検詑課題が

られた.今後，この情報をもとに恨の史実・史料と照らし合わせて補正できる部分を補正

し，現地調査や口碑収集など人類学的な手法も取り入れて，客観性を持った史実を明らかにし

なければならない.

さらに， Z苦手道の近代化全体会検討するにあたっては以下のような研究課題に着目する必繋

があると考えられる.

大衆化(普忍〉の経緯と反応

学校教育への導入

笠松活動(様々な演式会)

大学での指導
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武道家，軍人との交読


書組畿の五三成と


寄体育1tに伴う


告段f立製設の採指


ささ震範


@名称縄題 空手，空手選，カラテなど}と患懇的背景


ぐち競技先導入に伴う


審その他


またこれら は他の伝統武i乱特に柔道，剣道など先発分野の近代化の足跡

と比較しつつ， ることも となるであろう.
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{資料) 

慣・敬称などは当該資料のままとした))1船越義珍関連記号葬一段(年代

西暦| 年安子� 日付 |出楽家 |出典 

18281 文政� 11 I ~TZL11 涜主らよ出依(-川)，制鵬珍叶慶応 HP 酔P幻

1831 1 天保� 2 糸決1安te.白(いとすあんこう j 務笠儀係争ずにき住まれる
沖縄� HP，長老議pp.77-似，
本カラ� pp.l93-201

18321 天保� 3 糸洲安慾出生(-1916年� 3凡 部1，1838滋あり慶応狂p 

81鈴11，183，1830f!機3年16霊儀保に出生〈九段tll糸訴時安1!l.，
3 

j

天後.1832. ;選立あ号入蜜名療養珍の唐手の書事	 i産主手p.24

豪雪主要震をま章{あらかきせいしょう)� (-1総告入努事喜久米;ごと量生，
銃撃護ミ予言車窓核実蓑{ひがおんなかん号ょう}の綴，言著名号要義� IB主主手� p.25，喜善� 7字予p.5-9
毒告も級事したとの記述通ちり� 

E霊書官賞革連{やぶけんつう)� (-1937)浴主主(糸減門で主著名腰義|慶応HP，懸年p.25，

18661 獲襲撃� 2 

毒舎の兄弟子長嶺p.82
 

1868 明治元 9j守8日 明治改元� 

Ii書名目要義珍出生� (-1957)，戸籍J二は明治� 3if:(1870)，医者を� 1 

11月10B 	I芯していたため，医者の年齢制限が明治� 3年以降戸つ付めに|長嶺� pp.109-120，懸年

|戸籍上の提出は 1870年になっている 一� 1p.27 

186 明治元� 衛名腰養珍(後の日本渡来後，船鎗幾珍)拙 |本カラ p.187，慶応HP

l1968| 明治元� 純療養珍首豆に生まれる(戸籍よ1 J:l8均等沖縄HP

1E被疑茂{はなしろちょうも) (-1事45).ti1装!.lJJII'ごと誌生� i
18691 明治� 2 

糸渋i宏事支の門下生� 
， 

i 
IH霊王手p.27

1870 務総� 3 4 f!5BI本総事尊重主体とぶちょうき)� (-194の，震を笈語辞:iJZ'こ総生� 1:本カラ� pp.192一201 

11870 

1872 

j号毒 会3 

明治� 5 

11 f!10 B 11筆名き要義毒量出生{戸籍上) 密説pp.275-277

山川�  i明治政府，流球藩を設費� i沖縄� HP，歴年p.27 

187哲!明治12 
|波す	 i 

慶応HP.，酔p.283 f!31悶 | 刺 激 府 ， 琉 球 県 を 獲 し 沖 縄 県印鼠尚祭主間減を明けi

18791 明治� 12 双手家曹長嶺将真(ながみねしようしん)は筒名腰義診が111FGT D.l鎚
オ

餓から尾苦手の稽古を始めたと欝いている� l ν 

1880 1明治� 13 I 6月15日l沖縄県師範学校創立 慶応HP，懸王手p.28 

1蹴� i明治� 16 1 7月 耕輔腕に済寧銭道場が建設される |農大時お7沼� 
問ペ

1885 明治18 泰 紛畑{泌歳入沖縄県庁{献}を繊 |本カラp.l斜

三銭5 明治� 18 j齢療養ゑ�  17歳で沖縄鯨築学絞り生後になる� FGT p.l鈴I 
1総岳号Ili会iき :家名療幾珍， 1械で務務尋常ノト学校の代線級災に採織される� 1FGT p.158 


18871 現治20 1 
 j沖縄飯事在学校講習科を卒業し，官室3霊尋常小学絞め代F問教員とな 和道HP

18881 明治21 

った� 

21綾の苦言名腰蓑珍，教壇に立つ{控訴事自} 長嶺pp.1ω-120 

18881 明治21 官首:t療養珍，.iE規の教員に採用される� FGT p.l58 

I!城長順(みやぎちょうじゅん)，那綴東町に1fIlf:..東恩納覚 康年� 29
I総81 明治21 I 援に師事し，後に剛柔流を創始する� p. 

18881 明治21 1 1，飾又絞吉真光(またよししんこう)� (-1947). lfI然，銃殺市武術 E置王手ーp.29 

慶応HP，歴年p.29，
18891 明治22 I 2 f! IJ質感:t貧叢，沖縄拐の空手選湯を望号軍需に減益支

ヨドカラ� pp.l73-177
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(まぶにけんわl.liiI!!Iご償金.後に糸予震波を叙始
;歴年む銭

湯波大被〈こじようだいてい)� (1837-1917，実� i 
'50皇室を遜ぎても二拳をもってやを鎖したといわ� i季語道HP 

iこ入門，� 3ヶ11で宮室内� 

K匂るおte (1837-1917)の内3ヶ月間安手の IFGT p.158 

年号未記載※注 篠各線幾珍は，初め豪家拳の名手湖減大繍(1837-1917)の門� i格歴p筋� 3
 
1に入って.少林拳南派の「壱百零人数jを学ぶ� | ν 


復~g要事監珍は教員になってから数年後，那繍男子の湖城大禎に師
奇襲したと伝わるが，五尺足らずの身体は郵務手には向かなかっ

年号未記載 たらしく，数ヶ月で修行をま産め，先締の安5患の家tこ下宿し，首|本カラ� pp.187-192 
5設予の修行に励み，また同じ松村宗袋内の糸紛i安憶に就いても� 
修行を五重ねる事となる

制緩幾珍，安襲安恒に入門する，� 2年儀後抑を併する :私選HP

欧安霊安鐙の住居;こで，その後〈議名療が総媛して� 1FGTむ踏
まで)二年におよぶ療手術の著書Eきを始める� L'U~ l'I 

歴年p.30

後~Æ要華皇室長， 結婚する� FGT p.158 

4月17 B 大日本派議会糊立される |農大pp.207-237

この筑腕第一中学校，市立商業高校，師範学校等に騎手部|沖縄HP
絞俊杏れる� 

l熱波調革…中学校，市立商業，師範学校等に勝手謀容が綾霞 慶応HP，涯王手p.31

明治32 締懇遜，琉球新報に� f軍の教練についてJを波紋 |酢p.31

明治32 311 認常的霊平安袴宮西擦に締殿を械する{東側関�  農大pp207-237i
号写治34 小川室長太芸事� (13がむしんたろろ〉に懸乎衡を語草食争奪事書証 FGT p.158 

明治34 <1'学校，郷軍在学校で空手が正科となる1書事 沖縄HP

明治お| リ |滋滋緩和j、学校の体育に採用 |沖縄pp.205-232

糸州安機，県庁の役人を説得，平安の塑を創作し，小学校に採| 一明治34 II ;-~JJJ~~~';，~:::r'T， f ~v/~-(!. .ø'JI t"\..-， TJ--r~'~I~I;- ， '̂''-l''''''l本カラ� pp.163-1ω
| |府寄せる. (糸州安値70歳� 

I~~; I|明治34，5 

19021 明治お� l 

1902 号耳治35 

i1吉02 明治35 

i1902 明治35 

1鈎3 明治3品

慶応HP，H霊年p.32 

8月� 
f武術家優遂事曜jを制定し，� r 

pp.207-237 

M i綬鰍ゑ離主として鯨範学校で都議導� i酔� p.32 

Ii冷車義i祭1L努そ子主事室在学校の正課体1普に長奪三子導入〈護軍事i!.:，糸決i安� j11 fl24 B! ~~=!;~ei!~:，~，"^"''''..u...u，.r..f't'"" '....'d--r~/' ¥t<<l".w. "，..V'I，:.<.. I沖縄問� 205-232
1笈， 議事事Mt~監部重軽通 

i中暴竜手事務昔話発見

糸洲安t箆師事主「王子安jの形を創作・発表，尋常小ヤ校の生徒の
持母Tれま官普及していたが，師範学校の場合.� fj護部慾i頗師事患の指導

涯年p.32 

1904 1 sJl治37 I 4月� !???J「お日以?ffutFf?tTU長話tl近空即� 81鈎

東京iこltI ~il霊前まではやっておらず，理苦手研究会を 1) …ドして
いた康文{二重苦手E締範から教わった� 

19041 明治37 I 4月 [糸話題安後 r:lJZ安の雪道JをfilJ作.ナイハンチなども改良 |康年p.32 
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1904 明治 37
糸洲安恒「平安の形」創作.首里手の基本形の整理，統合，シ
ナ拳法の原形のナイフアンチなども改良 

慶応 HP

1904 明治 37 糸洲安恒嘱託として県立中学校で空手指導 沖縄HP 

1904 明治 37 糸洲安恒，沖縄県立第一中学校で空手指導 歴年 p.32 

1904 明治 37 屋部憲通嘱託として師範学校で空手指導 沖縄HP 

1904 明治 37 「空手」の文字を使用 沖縄HP 

1904 明治 37 車究
県の学務課員，視察官，体育教官などの剛で弟子を伴って，自
ら解説し演武を披露(糸洲安恒) 

本カラ p.167

1905 明治 38 春 中学校と師範学校に体育武道として採用 本カラ p.167 

1905 明治 38 花城長茂県立中学校で空手指導 沖縄HP 

1905 明治 38
花城長茂 糸洲安恒の実績で立第一中学校・師範学校に唐手が
採用， ["トゥーデー」→「カラテ」に呼称変更 

慶応 HP

1905 明治 38
糸洲安恒の実績で沖縄県立第一中学校および師範学校に唐手が
正課として採用， ["トゥーデー」→「カラテ」に呼称変更 

歴年 p.33

1905 明治 38 中山博道(神道無念流)が本郷真砂町に「有信館」を聞く 農大 pp.207-237 

1905 明治 38 8月
花城長茂師範，空手の文字を使い始める，ただし一般に普及し
ていたわけではない

近空 pp.139-148，
大観p.64 

1905 明治 38 10月
大日本武徳会が武術教員養成所(尽都武道専門学校)を開校す
る 

農大問。207-237

1905 明治 38 11月 3日
沖縄県立第一中学校の正課体育に唐手導入・花城長茂(明治 40
年頃から糸洲安恒による指導) 

沖縄問  205-232

1905 明治 38 11月 3日 花城長茂，沖縄県立第一中学校で空手指導 歴年 p.33 

1905 
1906 

明治 38，9 富名腰義珍，沖縄県下で公開演武巡回 教範 pp.11ー 14 

年号未記載 富名腰義珍，県庁落成式にて演武 教範 pp.11-14

年号未記載 医師会にて「体育としての空手 jという意味の演武，解説 教範 pp.1l-14

年号未記載 富名腰義珍，市内小学校の上級児童に指導，連合運動会で演武 教範 pp.1l-14 

1906 明治 39 富名腰義珍，沖縄において唐手術演武会を主催 FGT p.158 

1906 明治 39 富名腰義豪生まれる FGT p.158 

1906 明治 39
安里安恒， (松村宗根(まつむらそうこん)の直弟子，船越義 
珍の師)死去

FGT p.158，歴年 p.33，
慶応 HP 

1908 明治 41 糸洲安恒「糸洲十訓」を示す 本カラ p.165 

1908 明治 41 糸洲安恒県学務課へ「唐手十ヶ条」を建言 沖縄 HP 

1908 明治 41 10月 糸洲安恒，県学務課に「唐手十ヶ条」を建言 大観 pp.1-11，歴年 p.33 

1909 明治 42 沖縄の学校システムに唐手術が公式に採用される FGT p.l511 

1910 明治 43 沖縄県立図書館設立 沖縄HP

1910 明治 43 4月

儀問真謹(ぎましんきん)，沖縄師範学校で唐手術の稽古を始
める.糸洲安恒師範 80歳，実際の指導は体育教官屋部憲通先 
生が行っていた.沖縄第一中学校は体育兼軍事教官花城長茂先
生が指導，富名腰義珍先生は首里尋常小学校の訓導で師範学校
には来られなかった

近空 pp.59-68

1910 明治 43 12月

八代六郎司令官(富名腰義珍は大佐と記しているが実際にはこ 
の時少将)率いる海軍練習艦隊が那覇に寄港，那覇の少年達に
よる唐手術の集団i寅武会を披露，乗組員将兵を選抜し沖縄師範
学校の屋部憲通指導教官の下でナイハンチを習わせる

近空 pp.81-90
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1912 毎号2会45 春
機;pj大将f話機…ドの第一艦隊がや緩i新こ響詩喜した折，県立第一<t

連苦手� pp.1~ 4
等まま支;こ怒号普して稽古をした� 

1912 関� i会45 火日本語主主意会が� f武術専門学絞jを言語設する 農大pp.207~237

大正元
苦言名腰義珍，誉棄書籍� 1中学校にて，出羽浴室事大将の命により，� •FGT p.l58 
海軍将校に号苦手衡を教える� •rUl p. 

912 大正元� 7 Yl30 ElI |機応 HP 

. 19121 }:;:l[jf; 害事 1費量襲撃や減湾に寄港.� 下一 jヒ1雪渓交 1 中で~寺三を習う 沖縄� HP 

1912 火l[5i:� 11月
よ品義i童三た将(第一艦隊2号令祭苦言}率いる第一艦隊がや減絡に

近空pp.81~90
害警告襲，沖縄県立第一中学校� -r::念総著書1ぎを行う� 

1912 大正三三� 
3蓄:iJH要事室珍，出:p]大将君事いる第一艦隊が<t竣者警に寄港した析，

松主事� HP
i巣立第 中学校� iこで下二上設と兵十数名� iこ1遂罪悪さ霊祭を指導する� 

1号12 大lE5i: 沖縄尚武会設笈 車ll!士郎 12ω32 

11号12 大夜光| ;斜腰脚，沖縄尚武会の会長同る FGT p.l58 

議:iJH警護主主主，摩文仁(まぶ&:)，本$(もとぷ)，喜屋武(きや
休まのおめ んλ草案罪悪(しろま)， 大城(主主主主しろ)， 穂村(とくむら入道三

主義 .)11 ¥いしかわ)，度比久(やびく入その他と首盟・那畿を中心 孝文章fipp.11~14 
iこさ安手の公頭演武� ; 

1914 大lE3 !寓名獲義珍， fi車線の震え技Jと題した� 3i蓄の議文を毒事く� FGT p.158 

ドj同i町9同� 1町� 4ー"1大IE3 1fl17~1号安里安恒滋，言蓄:ìJ襲警護主珍事~ f沖縄の武技jを造車業主義号報に� 3悶速
歴書年� p.35

8 載� 

1914 大正� 3 I 糸決I~-t際事E:tê 格段� p.653 

1914 火lE3 糸普fl安f童S器量をが亡くなる 近空pp.81~90 

1915. 大正� 4 |糸洲安短死去 
FGT p.I58， 
農大� pp.207…237 

I9151 大正� 4 12月� l 東恩納寛章ま鰯憲章が亡くなる 理更年 p.35. 迂空pp.81~90

四� 16 大正� 5 I 

長嶺将要まがia小学校の� 3年生の頃学，校郷軍第Iii小学校連合運動会が
要!!ii支はj公隊I-r::{子われたとき， iaノト で教朝更をとっていた3著名� i
雪警暴義勇舎は，長嶺将真ら� 3年主主主uニの男子生徒に「ナイハンチj!受領 pp.109~120 
と� ft:'ンアン」を教えられ 200:iJ余りで図体演武をした 

1916 大正� 5 1蓄名運要義珍，京都武徳殿て~~そFi繁武を初公隠 霊童年� p.36 

11916 大疋� 5 I 富名腰義珍京総説記者意殿で演武 童lJt設 pp.12-32 

1916 
大lE5，6 富寺5腰，京都総費堅般にてj票を代表して泌総 教憲主� pp.lト� 14

1917 

1917 大lE6 5月� 58 Ii手言術名勝を幾i演完武全， 又吉Shinko(星雲光) ともに京都武徳援において勝� FGT p.159 

月襲文{二重苦手5師範を中心とした� fi争終主若手研究会jが郊豪華子容i初こ
予告足， Jj霊務憲通，花城 Eをf査，告!.HB安文� iとくだあんぶんに主主;
問主主繁{しろましんぱん)，大竣毅怒{おおしろちょうじょ)， 

1917 大lE6 5月 徳村政澄{とくむらまさずみ)，石川遂行(いしかわほうこ 返さ~pp.畠1~90
う)，� 1言名題要議長寿E，苦言機長順，摩文仁望号彩などまま5塁手系の大家
が揃う(久米人の勝手君主湖竣，富村{とみむら)，新短(あら
かき)，� J翼合設問{まえ� t.!)，池宮(いけみや)などは参加せず)� 

j 沖縄持若手術;究会発会，望書文仁繁華ち埼~.こて庭部議逮，花主義長茂， 
:1告げ大�  6 i 5月 者意E経営苦)C， 域開真繁， 大ノτ主ー義務が警事s喜e多義善悪村正文帯主， 石)11逢行J 1著名勝 盟主主FP.36

議長男参，潟波長j頓のメン� 

1917 大lE6
沖縄芸苦手研究会発足(波文仁， ~霊童ß，花域，待、回，主主義8. 火

量産応、� HP
主主， 事妻、村， 石� JII，笈:iJ� R要， 主主主義}

1918 大正? 富名藤義去最，運営交:i:ニ緩和の設立した「務手続発会jに参加 季語道� HP 
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1918 大正� 7 寝苦~>>要議室~，伎の号若手家と共に唐手術研究会を役立 FGT p.159 

五奪還表後二ニのさ苦手選若手典によれば1芸名腰筆集珍は康文仁緩和よ持王子� 
191宮 大正容� 1i:のき援を習い童謡5憲通の勧めによ持喜軍事草学絞め予事Hこて華支え� FGT p.159 

ヌと� 

1号19 大正� s 言妻名望要豪華珍， ~護委ß~霊長重の援鳶を受けて， 級事在宅詳絞そ予終� 3こで言葉外
本カラ� p.l88

手本軍事として麿手衡を指導� 

1919 大正� 8 大段ヨド武富車会が武術専門学校を� f主主遂専門学校� jと改称する 農大� pp.207-237 

1920 大正� 9 01 
警護脅五銭i鄭曜事告のアメリカ行きにともない，� 1蓄名目要望集珍，沖縄締

近空� pp.59-68
級学校予科没後の唐手術嘱託となる� 

i1921 大正� 10
|幾太子海外巡滋の途中寄港し首里城大広間で勝手i粛武をど覧に

沖縄� HP
なる

昭和?と泉が皇太子で在らせられた時，御渡欧の長量次沖縄に御立� 

1921 大iElO� 3月6日
草野りになった際，毒合越義珍先生が� j東武のす旨理事務をま平命し，首f藍

松譲� HP
械工E民生の大広間� lこ於いて那覇一中・郎事Eの生徒を率いて草野手を� 
1漢語たして台覧に供した.� 

1宮21 大正� 10 3J16B 幾の太き設子導製者堂下と (昭和天皇)に苔撃滅正翼重大J.t1l� !Hこまさいてi幾重主会覧
して指導演武

教事BPp.11-14

大正� 10 3f16 幾太子級生こ殿下菱重量支途次善塁主主iE重量ぞき左手話震災箆学 慶応� HP 

*iE11 4 .F1 宮室~連要議長考会jニJii:(号FliE塾へ〉 本カラ� p.l89 

l号22 大正� 11
文書ß~蓄余儀費事 l 主主運動展覧会が東京で静葬儀.沖縄から箆名勝義

沖縄� HP
理主治安義託明のため上京� 

1922 大正� 11
務名目撃事島珍，儀間真謹をアシスタントとしてE臣家御茶ノ水の岸� 

FGT p.159 
会官官て?詩脅かれた第� 1回国民体育展覧会にで綾子術を演武

大正� 11 4月30臼
御茶ノ水の「東風博物館」で，文部省主催の「灘動体育展覧

創設� pp.12-32
会� j関俄，欝名腰義珍発表� 

: 1922 :大正 11 文部翁:t.依然一回体育展覧会 慶応� HP 

1922 大正� 11 5月 文総会雪:t.告量逮重書展iこて演武 図説� pp.275-277

産会議主連整理最先主主が文室長省主催の第一Illle主主主議体育車議後会に沖縄よ� 

lき22 大iE11 5JH B 
ちょニ3立し，� i事録季語鋳� f唐手� jを紹介した.以後，家主主� tこ浅ま号

幸会主事廷P
各所ヤ議舞首謀'11:語英をし，差警手(/)普及を r~警学級事窓会j という名
孝生のもとに努められた.

量豊葬毒素蓬湾氏が，害事� l鐙手本海災後会場{家主五女子� 
i宮22 大正� 11 5fl7B 言語愛・御茶ノ水湯島霊堂)において事tH!"F形を演 農大� pp.207-237 

1922 大正� 11 守王寺事 ゴヒ者s省主催第� 11lll漂動展覧会に出品 教範� pp.11日� 14

華客納治:tî.郎師事在が，~名腰義珍・儀間真言霊の尚氏を i日小石川区
近空� pp.103-113，創世t

大正� 11 5月17日� T官省坂町の旧講道館道場に招いて唐手術の形および約束級手の
紹介波紋会を催した.� 

pp.12-32 

: 1922 :大正 11 6月 意著名勝議集珍，議選館にでi寅武・解説� FGT p.159，本カラ� p.l8!哲� 

1922 大正� 11
語辞退主総� iこで禽名獲義珍，� r鍍空大J，儀罪毒素言葉「ナイフアンチJ

慶応� HP
をi幾譲先� 

l合22 大正� 11 6 .F12B 官憲f，>>要事襲警告，小杉放翼華麗1E1主宰するポプラ儀費義務できを"Fを語英語た 給量塞� 7Opp.34-41 

i合22 大正� 11 6fl3お 声質王立滋波書奇憾にE芸名獲義珍・� 5苦手(/)記事がき毒殺される
沖縄� HP，
船員事� 7Opp.28-29 

l哲22 大正� 11 6 .F14日 言霊f，翌要華整理長， 言書道豊富で空手を言葉武 船員事� 7Opp.34-41 

l号22 大正� 11 6 fj25日
語能最前f合:ti.郎通奪還室館館長が下宮坂道場に禽f，H要議集珍，官接鱒真遂の

農大� pp.207-237
尚氏安穏いて首塁手形の演武を初めて門人iこ紹介する� 

l骨22 大正� 11 6 月 ~8 月 2詰 ~H要幾珍，儀間真護とともに各所で紹介波紋を行う 近~ pp.115-125 

1922 大正� 11 7月
大塚博紀(手日選流創始者)，富名腰重量珍より流球2授手術を学び

和道� HP
始める
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1922 大正� 11
大城博紀(1;去の平日滋流開祖)，平信賢(たいらしんけん)，� 1蓄� 

FGT p.l59
t.腹違監理舎に入門 

1922 大正� 11 7月米時質 大塚有事紀， 月丹波書息の� E著名腰喜師範を尋ねる き苦手1Iま� pp.54蜘� 56 

1922 大正� 11 7月-9fl 官事t.>>警護長珍.議第滋緩の高段考を幸喜手に唐手術の講轡を行う ヨドカ苧� p.189 

1922 大正� 11 7f1- 腰i'!J*幾宅L珍里子)ぺ!ilfraJlA富島jを一時的な道場として使用する{察名� 
12fl 

FGT p.159 

1922. 大正� 11 8 f1 3葉寺奇襲要華豪華ゑ ポプラクラプ議費会 号毒草季� pp.25-2事� 

1922 大正� 11 8 f1 3芸名号要義皇珍多 号号A署長i草場総数 号毒事手� pp.25…雲寺� 

11922 大正� 11 8 f1 3及蓄4を5凝襲警童議会長珍る沖縄重要入学生寮� f毎号豆塾jの講堂内で唐手術の普� ll:kpp.207-237 

i号22 大正� 11 9Jヲ 松 IÐ.~券…{導電火E語学護寝入務lE懇で稽古を始める 近 ~pp. 1l 5-125 

1922 大正� 11 9fl上旬 号司lE事長(1)1詩若宮博3震で療学宇野の務i5を始める {富名護重量珍} i丘3笠p.115-125 

i宮22 大正� 11 9月初旬 火事量減寿記， 時月lE事長3蓄t.n要義珍を訪問 近祭� pp.249…259 

1922 大正� 11 9月中旬� 
B量感火学粕宅手事記泳教授，火塚博紀，松悶勝一の願に富名腰義珍

近空� ppω115-125
に入門� 

1922 大正� 11 9月中旬 大塚博紀， ~月以換の官著名腰師範を尋ねる 近~pp.115伽 125 

1922 大正� 11 10月
松凶勝一(東大)入門，当時i立大塚博紀，秋葉さん(中央郵便

~ミF道 pp.26-33
局員人近所の府民…人だけの門人� 

1922 大iE11 官室名運要議案参事管 [事長縁者襲告をE苦手j害者行 沖縄� HP 

1922 大正� 11 11月25B 1蓄名運喜義珍� f五ままま拳まま露普"FJ発刊 :1教事tpp.ll…14

漢詩華大宅幹事範幸子3翼手字数授の綴介で，剣道喜軍総のノト西霊長裕入手札� I!!l 
1923 大正� 12 3足袋 心多久間話をの後*'敏之，念、流の下回量生，委事j道家の季実業英雄らは 返さを� pp.1l5-125

さらにその後の入門(1筆名幾何下}� 

1き'23 大正� 12 やLlJf事遂の主義主義に務終される� FGT p.m告� 

1923 大正 潟東大費量災� 
FGT p.l59， 
重量大� pp.207-237

大正
蜜名療護長考会，� I臼喜善~， I奪還童館，主事調係学校，法曹会， 中等学校

教憲章� pp.1l-14
体育研究会，ポプラ倶楽務偽多数にてきE手紹介演武� 

1骨24 大正� 13 I事t.噴堅議聖書量，算定Jitiこ絡手術研究会を設立し，初代会長となる 和道� HP 

1924 大正� 13 審t.，要幾走舎の移譲是現世上京� FGT p.159 

1924 大正� 13 官官名鰻華島珍，東京ム聖子の自治会館における展覧会にて挨拶する� FGT pp.159…160 

1924 大正� 13 2寄名勝義珍，よ野自治会館演武会に参加 鳴呼� p.25予約�  

1924 大正� 13 4月� 12日 官憲名勝華整案長，後手の段f立初発符(儀鱒真譲，粕谷真洋，大塚博|慶応� HP
紀，小i!!i隊約， 毒事)

苦言t.H要事量殺，� 7人の門人にはじめての段伎を授与する{大塚博� 
1喜'24 大正� 13 4月� 128 紀，告書(8控室i:Jt，毒貴重能楽総，i寿*'敏之，広瀬，教谷真洋，後開業� FGT p.l60 

議}免状iま月の王子均� 3整会が� 50円の時代に� 5円� 

1924 大正� 13 • 5月� 58
ゑ経済軍事鎗護主主義において禽名波幾再審と大尊重博紀の害時t.，空手術

幸E遂� HP，j製自没� pp.79-1oo
(i)j薮語芝公葬毒する

蜜名重要義主会，大事撃滅幸誌を絡し¥幸喜谷教授の綴介で慶応普通華客貸j 
11吉'24 大正� 13 9 Jl需要 道場を訪れ，さき湾総選夏季主義喜であった小重要家事基と出会う.来訪の!空手選� pp.26-33

尊重患は，語警手の著書Eきのために剣道室主義を後与るため� 

iき'24 大豆諸� 10Jl 小言葉漢字普，� 1事毛~n要還義理舎に入手号 ~手道 pp.2'か33 

1924 大正� 13 10月� 15日 悪霊祭幾重盛大学療学研究会役立，� 1著名媛義珍氏が郎事をに就任 慶応� HP，慶態� 75p.304 
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1924 大正� 13 .10月158 援を応華整理島体育会空手部発足 者背手~pp.72-74 

1924 大正� 13 i11月� 1 8 機嫌火常時野手紙究会発足� q島日乎� pp.25-29 

!1924 大正� 13 米
後・t，腰幾珍.東京市民体育資料募集にパス，上野自治会館にお

教絞� pp.11-14
いて公開演武� 

!1925 大正� 14 • 3月10 a 2著名理事議長男会� f練月思議身唐手術� j発刊， 天覧 数章Epp.11-14 

1925 大京� 14 術議� lを警幾発珍刊，仲宗根源和のアシスタントにより� f練胆護身長雪手� FGT pJf員)� 

1925 大lE14 10fI 東3芸術関ったさ手続手研究会設立 慶応、� HP 

1925 ったlE14 10月� 58 J主主主手管潟大学号若手緩究会〈飯事1i:富名聖書義珍} 差是大� pp.207…237 

!1925 った亙� 14 10fl15日;重軽3主務潟大学芸警毛予選斉究会設立 返さl':pp.353-363

大lE14
大豆毛主手設立� (J) rJl警手研究会jを主主究室主事議，

返さを郎、� 13翌一� 148
;こ君主称、 

11926 大lE15 火事長?寧紀，� I事冬空要祭主会よち独立 和議長� P，議:IJ務:pp.79-100 

1926 大正� 15 3f1 議fミ級ミ1章義学2久主術主講義義大，見会久学j主義襲警告代主，;(玄後・ 2言波長Jtli， 摩文仁賢季語� 1 ?喪主主・建
ま)，害事援武(きゃん)等)，嘉納� j吉五郎・ 悪霊長:;HP

日本体事事協会持続発支部，沖縄県柔道有段者会のおきで嘉納治� 
.ñll~喜軍事Eを強いた抗金矛研究倶楽部の摩文仁賢和・宮城長瀬 

1926 大工E15 lOfI が話量主主会の後昔話役にあたる. これに際� L.県学務課では「麿 近祭� pp.139-148
ヂJの名称が良くないとの重量見があり「首塁手J r那覇手� J r泊
そfJという名称が抜まれる� 

ω281 大波� 15 lOfI 主著名陣要線王争，東大勝手研究会と記念撮影 さ苦手滋浮気� 

1926 大政� 15 10月 買を火時苦手研究会発足 |嶋呼 ppお…m 

1926 ! 昭和光� 12月25日� 

1927 昭和� 2 本事長総長誌務の1各審，新後擁名� 1要量豊珍の宗家争いが話題となり， 東京日日，者~. ~'f.滋 pp.26-33
開 lこ幸&~重される p. 

1927 協和� 2 長設費ß~豊 iゑアメリカロサンゼ Jレス，ハワイで空手指導 i中終� HP，空襲年� p.40 

3襲名運要華堅実争(勝手続究会会長}が， 中山湾道{神道重要念、流隊� 
2号27 D!:l利 2 4!'J 憲主・*読本語主僚会事E土)の主宰するヨド撃事真砂町� f有信童書� j道場 農大� pp.207-237

を絞りて，勝手術後及を毒薬ける

後t，>>警護皇室長言語毒患は，ぞれまで往んでいた努lE塾{湾総集入寮)

年主ラヨ長言名義主� ; 
治安改築されることになち， i!主主事君主の華寺去をで f有f言霊童J，こー待券
を事寄せ， 警ぎくして主主襲撃湾要?のノトきな借家� iこ移る 〈弓翼T(J)傍若定雲寺:差是大� pp.122…127 
ftはまだ務長き主義でも草書吉をしていた)

年号司己記章主 罪〈者主-巨� z大l'話祭jF;え事遂に事よE土るの紛家主義� (J)改修問題� iこより， 耳号亙望皇を立ち退;
「有告書館透場jのきEきま寺鈎� iこ縫合する 近雪~pp.127 -137 

1927 昭和� 2 5 f16臼� 
3蓄t，襲警謀長考会治安門人の大事長潟紀を東五五帝冨大学唐手研究会員に絡

農大� pp.207…237
ダトする� 

11992277 
Dt!手話 2 5月10日 重軽i季大学に号苦手街究会が発足する 農大� pp‘207-237

日詩手日� 2 8 月下旬 書籍…詩誌等学校長野手研究会事者足 号車 H子pp.92-93 

! 1927 日併日� 2 9f1 i…総長野手昔話発足� H臨時� pp.25…29 

1928 日目手口� 3 |刷版幾珍，小西道場を訪問する FGT p.l60 

1928 日自利� 3 2月20日|被内側糊糊大会に鵬義塾学生を派遣
度目標� 75p.304.
拳� 1告を� pp.50-56 

1928 日苦手03 2 fl20日� 1護名目撃譲駐車会� .8'干1務理慎重富演武会に参加 暗主将� p.25…29 

1928 日富手03 3河川|附鵬ゑ宮中榊銭怖いて演武�  FGT p.l60 
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1928 昭和� 3 3月20日 富名腰義珍，宮中済寧館において同門� 15名と共に演武
教範pp.1l-14，� 
船越70pp.34-41，
松薄6Opp.139ー147 

1928 昭和� 3 5月 摩文仁賢和，唐手術普及のため上京
歴年p.40，
近空pp.139ー148 

1928 昭和� 3 宮城長順，京都大学・関西大学・武徳殿において演武公開 歴年p.40 

1928 昭和� 3
宮城長順(那覇手)が尽都大学，関西大学，尽都武徳殿におい
て，那覇手形を公開演武する� 

農大pp.207-237

1928 昭和� 3 富名腰義珍，東京で摩文仁賢和・宮城長順と会う� FGT p.l60 

1928 昭和� 3 5月10日
帝大演武会・富名腰先生，大塚氏，新垣氏，糸満(いとまん)� 
氏，下田氏その他� 2，3名が明正塾より参加，富名腰先生「公
相君(大)Jをi寅武� 

慶態75p.107

1928 昭和� 3 5月14日
富名腰先生，大塚氏を伴って慶懸義塾唐手研究会に来訪，慶麿
会員大塚氏の指導を受ける

慶感75pp.107-108

1928 昭和� 3 6月17日
水戸の公会堂にて新聞社の後援で唐手公演会(観客3∞人位)，� 
富名腰先生，本部の下回，秋葉，竹原，帝大の大島，慶麿が演
武� 

慶感75p.108

1928 昭和� 3 11月� 8日 明正塾に前横綱大錦関が唐手を見学に来る 慶麿75p.109 

1929 昭和� 4
大塚博紀が日本古武道振興会発足，自らの空手を「和道流空手
術」と命名して同会に入会� 

創世pp.79-1∞

1929 昭和� 4 富名腰義豪，沖縄より帰り，壮鎮の型を創作，紹介する� FGT p.160 

1929 昭和� 4 船越義珍先生が「唐手」を「空手」に変更された 松譲HP 

1929 昭和� 4 2月� 1日
富名腰義珍，慶慮大学にて五十四歩を教える，大分忘れている
ところカぎある� 

慶麿75p.l12

1929 昭和� 4 2月10日 富名腰義珍，慶麿大学唐手研究会卒業生送別会に出席
慶慮75pp.1l2ー113
および写真集� 

1929 H百平日� 4 3月 富名腰義珍，摩文仁賢和氏と大阪で会見 鳴呼p.25-p.29 

1929 昭和� 4 4月15日
慶!lI，義塾において，唐手を空手と改称する(慶謄，年度始めの
稽古:富名腰師範号令の下で型を復習する)

慶謄75p.1l3

1929 昭和� 4 4月24日
一高にて演武会， 高，慶腰，帝大が参加，富名腰先生チント� 
ウと組手を演武，組手の演武では今までにない猛烈さで実戦的
な技を示され，一同を感嘆させた� 

慶腰75pp.1l3-114

1929 昭和� 4 5月
富名腰義珍，本郷真砂町34番地の借家道場にて唐手術普及活
動を続ける

農大p.207-p.237

1929 昭和� 4 5月11日

帝大にて演武会，一両，帝大，慶腰，富名腰師範参加(挨拶� 
実戦応用解説)，富名腰師範は演武の予定がありながら無断欠
席した慶謄幹部に対して「大塚の病気が染み込んだ」と憤慨さ
れた� 

慶謄75p.1l4

1929 昭和� 4 6月� 17日 富名腰義珍，慶麿にて平安初段~五段までを演武 慶感75p.1l5 

1929 昭和� 4 8月
東尽帝国大学唐手研究会員・三木二三郎が唐手研究のために沖
縄県に渡り，首塁手形，那覇手形，泊手形を学んで帰る� 

農大pp.207-237

1929 昭和� 4 秋 富名腰義珍，唐手術を空手道と改名 鳴呼pp.25-29 

1929 昭和� 4 秋
富名腰義珍.ポプラクラブ，三越，東大各演武会に参加(小幡
功，寺田行雄，高木正朝ほか)� 

鳴呼pp.25ー29

1929 昭和� 4 秋 富名腰義珍水戸公会堂演武会に参加(大塚博紀ほか) 鳴呼pp.25-29 

1929 昭和� 4 9月 東京帝国大学唐手研究会の陸奥瑞穂が2代目の師範となる 農大pp.207-237 

1929 昭和� 4 10月20日
慶麿義塾唐手研究会創立� 5周年記念大会にて空手遭宣言，富名
腰師範挨拶(宣伝の時代から研究の時代へ)� 

慶腰75 pp.116-117，p.304 

1929 昭和� 4 10月30日 富名腰義珍，慶麿大学にて「セーシャンjを演武 慶麿75p.1l7 



112 ホ央大学保健体育研究所紀要 官事 23~き 

11月15日|!蜜名翌要義理会，運量産整大学;こて� fジァテjの愈味を説明，空手の 療費聖� 75pp.117…118
本質についても話す� 

11幻91 昭和�  mami東京偶大学軒研究会主恥演陥こ師範制緩義鯵i泉大同7-237
の代理として，下窃露¥:.大塚博紀il)両氏が語言語止する� 

19291 昭和� 4 富t，緩飯事a.東京大学5奪三子研究会の附穫を務返� j近怨pp‘139-1412月

j 重量大pp.207-2371929 日高級� 4 12月5B 11蓄名療幾珍，東京骨子医大学時普手研究会喜護軍自を後退する� 

拓資産大学にさ苦手都創設:� FGTp.l601930 昭和� 5 I 
手五媛大学受学研究会，松坂E量Z若手研究会など積お緩ん，松言語

拳� l号pp.92-93欄� 5 I 女学校Z左手都なども世H長る� 

?i!手i輩を研究寸る人j童の途絡融手Eと緊衡をき襲めることを� 13豹� l 

11930 .詰季語 5 iとして憾紛先制主察として[大昨夜手掛究会j 松 恥P
を役立

，1ω930 i B 1 
い� 

昭臼和� 5 
事専タ二回の猪古，筆集豪・ノト申書段，組手の練習に主力を注ぐ� 

j附 問慨私� 5刊i j時綾子中子科綿一二一一一大学麿手研究)，� n法繍� I~ 亨� 

11930 昭和� 1月 二木二三liB・5話回端種� f挙法事まま誌jをt詰級� j緩年p必� 

1事30 昭和� 5 春 拓荷量大学?i!手研究会設立 ;拓貧富pp.2-3

，1告30 日締� 5 1 4月� l融制大学唐手続究会二本一 議 官 邸 糊 時 『 縦 模 �  i農大pp.207-237
説1刊行� j 

i 1930 路孝語� 5 I拓始大講i策会と� i東武会(日後乙次郎，高木正事月)度ちに活動関嶋呼pp.25-2事� 

11930 
Bilお 5 !5月3B'拓殖大学の塁苦手研究会が発足する{富t，腰義理主・下関武)� S亀大pp.207-237

，1930 紹幸U5 15月10お1東泉帝国大学唐学研究会主儀演武会開催，省名獲義珍.-F回
武・大塚博紀などの号誇正事品関係者出場を辞退� 

S華大pp.207-237 

1930 昭和� 5 毛主 早大演武会(高木，釘1者，吉間ほかまi名) 月島幸子pp.25サ� 9 

1930 昭和� 5 11fl9日 官露名腰議長幸会，車産穣義製秋季大会iニ参加 導監� 1号p.56 

1930 昭和� 5 11月27日
富t，療養珍，覇軍機大学号苦手研究会 会誌・拳� 1号にき若手一十

毒患� 1号pp.1-2
ヶ条を事官す� 

1930 昭和� 5 11 fl30日i宮城長続沖縄然体育協会郡部長に就後 沖縄HP，I!f年pι1 

11931 昭和§� i雑誌港湾J記念号を刊行以鯵� 3号まで
王手大HP.
早大5OppJ25-145 

I1犯行昭和§� l月 日本震斜大学が富名緩義~先生を迎え，医学生として.日本 B医� 108-111 
で初めてさ苦手研究会を設立� pp. 

凶国 昭和� 6

春� 
f手f1蓄量車道場jが使用ぞきなくなり，� I宮本郷区災砂町二十問診

近空pp.127-137
織の一軒家を手宮古場とする.庭4こ緩を敷き詰めて.

明iE遺書での穆古が出来なくなち，中� UJ博道先生の御重要窓によ
量合員盛7Opp.34-41.

昭和� 8 春 持「有告書館」を型車七時から拝借することができ在宅F道教授
続ける

松語草6Opp.l51…161

自塁手日� 6 4月5日 日本医科大学勝手研究会発足(下限式) 泉大pp.207-237 

1931 1 Bil恥 5fl20日 東京商科大d挙管手研究会発足(官名勝義珍) 泉大� pp.20ト� 231 

1931 i昭和§� 5月21日 関西大学E苦手続究会発足(摩文仁賢和} 幾大pp.20ト� 237 

11931 ' 昭和� 8 5fl29B 
一機空手会発会主主，療応、義幾多数参加語軽量え，� 1書名療綴範iまジ

毒患� 2号pp.78-8告
オンをj策武する� 

11931 飽和� 8 9月 早大雪苦手研究会発足� j鳴呼� pp.25-29 

11事31 昭和� 6 号月 228lE手絡思第-~器等学際空手研究会発会式(防篠宮名緩義珍，釘 I 拳 3 努pp.175寸76 
j範代下回武)，� i察災会〈費量R軍事長製部員派遣)
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[ω 納長�  1 9月お日!日本医科大学空手研究会発会式{勝義務総員派遣)� 毒患� 3号� pp.175-176 

11931 I昭和� 619fl27BI零 細 大 学 第 一 高 等 学 融持発足:富名臨機構話�  
5科大� HP.
早大� ωpp.125-145

!1931 I昭和� 6 IIOfl6S1警視庁制道場開き慨糊糊 派 遣 ) 拳� 3寺子� pp.175-176

附� i腕� 6 I附則|築地警察饗総会{鵬義塾部員閥} 拳� 3号pp.175-176 

11月 獲さ5翌要義珍師量豊勝	 早大� HP.
早大ωpp.125-145� 

船主義筆集珍， 宮城主差額，小宮室長長絡会見	 2控手道:写真

日本l2i終大せ詳2苦手研究会事平衡主主手研究会{警告に森裕).一高

唐手研究会� 東京蕗科大学一橋きを手研究会，お鍋大学空手研
F

究会，関空軍火学型投手研究会(燈文仁繁和締範)などが緩んに!拳� 5考� pp.229-230
穣古を行っている様様，大日本さ若手続発会本部は本都議場主義;
設に向けて言十E商会遂行中

脚述べる11おこ参加，割U立主度予勝義珍，鵬大物iJ�  |場 4号� pp.l07-部� 

2寄名勝義珍費慶要警護豊空襲型投手研究会の続会にど長男宮(著書� 4号には|
2月

iI月10日とある〉	
|緩襲撃 75:写真集 

|富名媛発考会，幾務大学麿男子研究会 会誌ー拳� 3奇?に「空手の� i2 月 3 日	 1~~~~;:r IX~\!::^-rll=i'"TWI 7ù:;P; :Z:;;:~ """， ";?f"" 1~'"T v/l~拳 31号pp.lト17
|治家jを専管す� 

j幾懇重量製部員，大日本空手研究会本都道場(本郷緩業安委譲T有 i 
3月21B 	I告書館}にて華聖書世氏よち指導を受ける，聖書点を拳� 4.j}にまとめ!拳 4号pp.l06-107

;る

春 活設震5275言Jsrます子さんと交渉，階下を借り� I;蛇持出-137 

I!聾底堅遺産事長線員，	 二� 

拳
1網町湯動主義小滋主義Sこ室主主渓瀬先生を迎え.r

5月22B 1戦jの教授を受ける.当� BIま，鮎腕銘幾殺さんも参泌� i4.j}ppω-98 

8月 ;継学院大学勝手研究会発足{献仁賢和農大pp.207… お

富名腰義珍， ゆLlJ嫁遂事主士主主撃の� r;j害復重量JF，警手滋主義を手話会|� 
9fl2浴日� 1j散去し，東京総本襲撃区糞砂町� 3H書偽に殺しく� f真砂町道場J1農大pp.2ぴ7-237

を開設し，引き続き内入の指導にあたる� 

10月 日本医科火学芸襲j二における� Z史学練習を指導� 

《 

3l;; 10月15B 1

|禽急車要義珍苧 ae室p.20

悪霊殿7日慶喜聖火当群島若手研究会，体孝子会き若手都となる p.305

%己記 制約112EP九将軍設官主主張関会に参加.I日目�  

i19321 昭和� 7 !1問。日�  1:名腕ゑ下郎氏日本医科大学時バ模範糾泌を演!認p.21 

1 nn ~ 1.."." M 11事::g，療薬珍，慶謄火学体育会空手警告 会議志・拳 5 号に r~在学 i"，，"， 	 o - 7 .::x:19321 豊富萌D7 111 月訪日~~=~~f.tø~=i\.(::-~:~TPjJ :Pio. .. v J'"" IT I拳� 5号pp.39-41
I L1[J'fU I I J"v LJ I，主義量殺の笑徳を養う� Jを草野す	 iJ...l n 

昭和� 8 3普段式計Z54器開tzgl率の1新愛知新荷主|軌跡ぬ内‘
 

のふ-ww JV

一橋受手会参同医科大空手研究会，拓殖大学金手部(船越|糾努� 00.224…226 
1師範入一言室主苦手研究会など活動準装tきあ号� I"'FV 7 yy 。。一

和
一
級

昭
一 

cc
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nv
q
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qJV

2著名望要重量珍，選話機火学で型の話芸霊支をしている映像を残T FGTp.l61
町

内 

3 

竺…
 

ω

一
閃
五
匹 

s m 
鳴呼p.25-295協和� 8 i融緩義珍，四鰍鳩で植芝織的

FGTp.l吾1復;s腰幾珍，植芝皇霊平と会う昭和� 8

官名君警護豊珍，守Zf言賢の滋場吋?セミナーを喜善く� FGTp.l61総務� 8

療機� 75:写真集富名望要議集珍， 還を罰事義塾寒穣i!iiこ著書郊昭和� 8 1月

早大5Op.9筆名腰豪華毒事‘，下関設，早綴H:l大学新年会に参加昭和� 8 Il}i 

内 
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1933 喜苦手口語� 2 fl10 F:l 
富名獲義珍.襲警塁悪議長豊喜争事務会空手妻名，納会・卒業主主主差別会� iこ

拳� 8考� pp.168-191
参加-挨拶� 

1933 5商事日� 8 2)ヲ11日 『富名媛義珍先生記念灘見事詩文集』発刊，植村常次郎事踊 詩文:奥付

問手自� 8 ir富名腰義珍先生記念:灘障害詩文集』 大観復刻印ト� 11 

.1933 
近 ~pp.127-137 ，

的手目� 8 2月� f富名腰義珍先生記念没後終文集j発刊� 
pp.22i-236 

1933 総半日� 8 2 f!25 B 
共立女子職業移門学校におけるさ若手紹介渓式会に凝議殺事長悲喜 療費撃� 75p.305，
員を派遣� 1芸名空襲綴撃を毒事選毛 選襲§号� p.191 

1告33 Btl幸詰 S 4}ヲ 大日本武徳会ぬ豪華芸美3主総会ささ苦手遣の柔遺務内への入総を認可 塗� pp.139-148 

1933. 喜苦手U8 4月 富名君要義珍， 塁審文仁事若手U.小宮室療事告会見 察手道写真�  

1933 問手日� 8 4 f!25日 一高紹介演武会に幾機謀議事品部員を派遣 援態� 75p.305 

11叩� l 昭和� 8 山日 早稲聞大学寮手研究会発足(主著名腰義珍・野口宏) 農大� pp.207-237

間� 3 日開� 8 ! 
富名腰師範のご指導による察手研究会が，早稲閉体育会に入 早大� HP，
会する 早大� 50pp.125-145 

1933 日選手08 
6!1 日本医科大学~予測l，自選立重大学空手選手招待，船主盛郷軍t 下

郎防車E参加� 
F:lE記pp.31-57 

1き33 Dtl級事 時f!1 F:l i震名獲重の量参珍考，襲と警襲し撃"犬とj繁を惨饗事李す会双子部 会誌・拳己主予;こ ?券常
草寺百本

ま襲吾長子� pp.l吾-18 

1933 5苦手U8 
6 !118 B 富名療養珍， !l霊祭コたさ挙手事務会さ若手都 春季大会;こ参泌〈護審議子

を述べる)
主義 7考pp.230-231 

1933 H選手話器� 7月 富名腰義珍.!事Uli脅水滋争最高毒事雪会� q島呼� pp.25-29 

1933 昭和� 8 10月
日本医科大学告書 2 凶 2医学 i質量史大会，各大学招待選手も lli~掛，

旧日経� pp.31-57
船越師範・下関脱線も参加� 

1933 S!l華日 8 1O，!17日 慶懸義塾部員. 10!17 日から毎週土曜日に義雪量氏の特別手書為。 毒事Hま� 129-132 
を受ける� pp. 

1933 Btl手08 10!131 B 富名腰義珍.!壁際犬繁然資会さ左手部 会誌・拳?を?に史学 参?移民� pp.5-9
道;こ就いての一考察j会殺す� 

1933 iBBきU8 12月 総量産緑華をおよび下� as護憲主，� B本草芸科大学空手務遂事長会� iこ事除草� pp.31-57 

1934 昭和� Q 富名産要義主舎内干の李会議撃義務者在各校との交歓稽古書長まる
早大� HP，
翠大� 50pp.125-145 

l宮34 日選手U9 富名腰義珍，本語審ろ融了に双子滋場(松海館)を建築 慶応� HP.暦年� p.43 

ω34 
1 昭和� 9 1月 富名腰義珍，日本医科大学祭精衡にで指導・納会に参加 臼f2Spp.31-57 

1934 日自半日� 9 3 !121日 遺と野松坂屋体育会 2若手総務司主演武会に慶懸義塾書官民 7~ を派 l 療機� 75p.305 

1934 塁手話語� 3 !121日 富名腰義珍.J三重?絞波長重体会会2若手書事春季演武会� Lこ参加・会長綴 署長 8~子 pp.201-203 

1き34 iB!l;fll9 8主義長票実ハワイでさ苦手き議場事� 7中毒患� HP 

1934 路孝uき� 4}ヲ 1臼� 東京清袴� aをEヨ主It.謹T63裳主主;こ� *Bョド?塁手振興倶楽部設5I.(大重軽大 pp.207-237
塚博紀.111上大三童話・;復調主重要二郎)� 

1934 : 昭和� 9
慶懸大学;こI芸名君警災珍郎事iHこ伴われて関西大学空手翻幾康文

援機R7T5Pp 140，4月16日 仁賢和先生および他-~の先伎が来訪する，慶懸部員は重自・
寿喜 8.ry-p.204

組手を披露

四� 4!酬 9 4月� 17 F:l 居霊感空手部員，島監:ilニ先食より「セーエンチン� jを習う 援目撃男7子5pPp2‘01440 141， 
費接 8.ry-p 

1934 Bll帯09 5月� 9日 富名腰義珍. !壁際事長重喜連主入翻H護の歓迎会;こ参加・挨拶 ま襲� 9.ry.pp.217-218 

1934 日設幸容� s 5，!11OB 建主恵医科大学空手研究会事告見{下� a武・犬家博幸己} 塁塁コk:pp.207-237 



1934 

2∞s 後手i畿の近代化会めぐる総主主義珍に詩書する研究議題{宮本，中谷，鈴木，小林，委主x発，タ李総) 115 

ppJ8-24苦手8教時月 1 刻 I~尊名獲豪華珍， ~襲懇大学体育会空手部 会長五・拳 8 号に r，~， ß罰19341 絡手日告
重苦銭安|反先生長の逸話 jを著す 

下側約率緩，臼本医科大学夏合宿(伊豆大島)にて指導 臼 ~pp，31…57 

.0本医科大学堂々F部内(予科)において，稽古に来ていただ
くのは，船越先生ではなく，下回先生にして欲しいという饗 
5震がt甘された.船越先生は型を教える進展度も遅し平安の 
Mにとどまること多<，組手と積極的にやる下悶先生への~I

19341 昭和 9 1 幾; 1裂が強〈出されるのも無理のないことであった しかし，下 D~pp，31-57 
閥的事Eはど病気になられて，惜しまれつつご逝去になり，代
わって大塚簿紀自信範(現和道流最高師範)にきていただく
とになった 

:J科講凶大学~手部九州一濁演武旅行に東京を出発，若松， t事 
19341 昭和吉 17 Jl 27 行事~，伎役保，大本田，人吉，延照と廻る.下回節能以下手|江上pp，177-182

も言問大学Z苦手費s良品名

ヰ早大空手透き5九州演武会 1鈴草寺'pp.25…29

綬草案室主，不安初段と二段の綴}'t;を入れ替える ;緩空襲 75p，145 

主草案B. 文芸雇綴率五，第一高等学校(1尽き~J)さ若手毒事波紋大会
きn(百三事援科大学からも参汲〉

露支綴棄さ代 {主手絡 a)ご急遂

pp.4-8電子9き襲 

ゆ炎大されこ 2苦手書芸{富名獲先生が名誉締範，大塚博幸己密殺が|緩ま襲 75p，146
自軍総)治家出来，慶空襲 i二巻き藁を買いに来る 

1934 1 8首級 9 111月 1B 日本医科大学空手研究会前絞・下回武の死去に伴い富名膜炎最善大 p，207…237
示会が，その後任考として大塚博紀を推薦する

日本自単科大学察手部 3周年記念空手演武大会開儀，首:t. n要議長 
1ω93蜘
 

ま石大，一高，中大，松坂E量が参加，大塚博紀師範も参加
 

下泌総喜軍事主代ヲ i

会誌・拳 9号?に{金子

19341 B日和 9 111月27日|藤勝手堅豊島部員，義豪先生の話を聞く (下回先生が亡〈なられ費量感 75p.l46
て各校が縫豪先生をねらっている) 

「大 B本家手道研究会Jを「大日本家子滋松 松議事紛pp.l39-1471935. 昭和 10

1935 話百草010 

の文家を改めて，初めて「空手jの名称を使い f1935 5自殺 10 ーを出版する 

-火塚博義i'.，日本医科大学Z左手都新入審3員歓迎会 iこ

回一ト口口  

察手|長老議 109…120 
pp. 

主主総会，若手宇野拐の委主土称号を授与{ 

5皇大 pp.207…237 

字穏回，一高，拓大，喜善大，中大， 日||燦燦 75pJ481き351 Iltl手010 • 5 Jl事日
連猿問題と本部設立問題を討議

大;日本語記者整会が初めて~手術の教士号・錬士号饗交を実主主し， 
207237叩，pp柔流入小西康裕(神道自然流)に対して「教ごと君主人1]?宮城哀願{劉010 5 Jl1OB紹手19351

4討を授与する(鎌:士号の合格者なし)

復:t.>>要義ミ会雪~(こてi車銀問題話し合われる，時期尚早の結論 療機 75pp.l48…149約千D10 5 Jl16日

BB手010 5 Jl17日 明治大修~学研究会発足 炭火 pp，207-237 

H百平日 10 5 J司20日 闘機院大学空手研究会発足(大塚博紀・川上大三郎) E警大 pp，207-237 
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1935 話器利� 10 5月25日� fft越義珍 r~宅fJ:貫教事担j を出版 教事草:奥付� 

19351 量産相。� 5月� 9B 中5長大学さ霊祭倶楽祭発足(寄名Z要義珍，大塚i事紀，議主主要要二郎} 農大pp.207-237 

1935 昭和� 10 6JHき5 
5本機械榊門学校空機線発足科〈大大締学宏結司F若鰍草夢李総溌選}違憲量;;集大� pp.207-237

船主義・大級官奇襲撃事患の寺審査によち� 8本医� 

1935 昭和� 10 草月� 26日
試験が守まわれる.犬猿綴緩模範演武を示す.恋文仁重苦手話露軍事主，� B I2!ipp.31-57
司王{護資君事後，� {I中家宅襲詰憲幸B師範も参観.終了後，波文{二重苦手� Di資
武を示す� 

1935 H自和� 10 7月� i日本医科大学怨宇都II合宿(伊豆大島)に大塚師事在来総 日援pp.31-57

早稲田大学受手普s迷彼旅行に出発，船越華量殺先生以下，早稲� 
1935 日自利� 10 7月21日 回大学祭学部鈴� 12名，名古屋鶴舞公閤公会設，神戸総徳、殿， 江上� pp.177-182

八幡製鉄所長究者意鮫，法松中学校，若松市朝日� liと廻った� 

1935 B程和� 10 9JUO日 rL教大学祭学研究会発足(大塚簿紀・平 JII午童話} 泉大pp.207-237 

1935 iB読手010 9Jヲ108 東京農業大学祭挙向量子会塁手研究会iこ改粉、 農大� pp.207-237 

1935 華護手UlO 10月 て?急逮霊 草島幸子pp25-29 

1935 昭和� 10 10月 準大君主宅予選霊潟産会違憲議集豪綴憲章号� i率， 名古屋， 九州渓草走行� j鳴妻子pp.25-29 

1935 昭和� 10 lOfI 寝泊議官費会，戸山小学校?賞式会 鳴童手� pp.25-29 

1935 日首相日� 10 10月13日 絵涛1静香苦A 船越7Qpp.34-41 

1935 昭和� 10 10月21日 rL命館大学祭学研究会発足(山口剛玄) 農大pp.207-237 

1935 8B~ 1O 10月21 B 東京農業大学双手研究会発会式 !農大 pp.207-237

日本雪量科大学舞~4 隠さき手都演武大会，富名腰弱E車患，大塚高官憲章
日程p.29，

l事35 昭和� 10 11月24 B 出罪者，絡におの鐙~ 農大， 中大， 一高，商大，事去坂E霊，事5大， 臼医pp.31-57
与主務� a，重量応 大学が参加� 

i吉35 路孝D10 12月 rL命館大学芸警~挙法警告jIJ設 霊童年p.43 

1935 昭和� 10 12月 立命線大是非と交空襲，言蓄減主主腹筋範，与韓星雲震栄氏 理量華字pp.25-29 

1935 喜若手D10 12月� r~芝手遺棄食事在J t話線 鳴喜子� pp.25-29

富名E要飾儀後lこて，早稲田，拓殖，商大， 日目~，一高高，中央， 
1935 日目利� 10 12月21日 松坂屋， "距崩壊の列席の下，義豪氏より大塚博紀氏破門の件が 慶懸� 75pp.150-151

話された� 

1936 昭和� 11 官著名勝義駐車会， 議キ悶� 3量発，� r沖縄県人事録』 歴年� p.43 

193昏 昭和� 11 「大お本怒号五滋研究会」は� f大日本空字選松海食jと改貌: 松海HP 

1事3吾� D!P自主 11 者自主室主主兵衛， 毒薬会考授与 話喜志� HP 

i号36 書雲寺D11 浴車主義葬会， 童会議意豪華奈， 王手緩沼大学空手妻喜章典会� 4こ事委主義 準大5Op.19 

1告36 絞殺� 11 1月� E芸名獲華量殺事務E自費警務古(第一高等学君主)� Iこ参金書 草壁言霊・写真， 王手大弱世� .19 I 

震名目要華整理主ヰ~Iこ各校が集まち，富名腰先生を 
1936 Dtl手口11 1月� 12日 及びぞれに幾ずるものを含む大日本学生~チ 慶憲75p.l52

とに決定Tる� 

1936 昭和� 11 2月
法政大学受男子滋樹日発足，入江教授，佐竹理事，杉5f;，杉尾，

鳴呼pp.25-29
佐織� 

1936 昭和� 11 3月5日 言著名腹違量珍の真砂町道場』こ� f松海館道場建設委員会j発足 農大pp.207-237

船越門下の滋主義幹部らによって道場建設委員会が総織(門人� 
1936 絡手口� 11 が培えるにつれ，ち 中LlI告事選鄭事� Eの選場のさ霊き善寺院警では，稽古 長嶺pp.109-120 

(J)雲寺罪悪のや与く が費量しくなったため)



2005 祭手道の近代化をめぐる船越義珍に隠する研究議議 中主主，潟水，小林，数馬，外関� 117 

1936 協和� 11
江上茂{松簿豊富� 2代目録差是} ・広立百党総(絞語審会理霊感焚l.手 早大HP，
穏回卒業 準大E五OppJ25-145 

1936 H苦手U11 春 松譲事館道場‘建設{愛ゑ長王寺童潟ヶ主事)� 
E手チ;;:HP，
挙大5Opp.I25-145 

1936 昭和� 11 5月3日 船主主義珍先生，陸軍戸tlJ学校で演渓 総量産7Opp.34-41 

1告36 Bi1手D11 5J'!4B 東京工業大学雪苦手研究会発足{犬繁線車e .JlIJ二大主主義喜} 還を大pp.207-237 

i告3品� Ba幸男� II 5 Ji5B 宮竣長翼翼〈量PJ柔流入� f沖縄空手祭典協会jを設立する 還義大pp.2母子237 

1936 絞殺� 11 5Jきる� 5 重苦工空手きsi実認会{悪霊襲撃義務) 愛媛75pぬ8 

11936 路孝011 6 Ji ;富名獲義珍ヨtlJ学校語主主主会 機器ヂpp笹25ω2哲� 

i事36 級事自� 11 毛足� 3B 援軍戸tlJ学校演武会〈量産草壁幾重喜参滋} 療費撃75p.306 

1936 路孝Dll 7月 義豪締範，早大空手透き宮北陸1幾重を� q島5乎pp.25-2曾� 

l号'36 BB干君 11 9月10日 日本大学医学部祭手研究会発足(大塚簿紀ー� JIIと大三郎)� E華大pp.207-237 

1936 昭和� 11 宮月� 20日 東京帝国大学空手研究会，� 3代図書軍事長に大塚博紀を洩える 農大pp.207-237 

1936 昭和� 11 秋� i塗軍戸山学校の要議により再度i寅武会 空会諸事ωpp.l39-147 

193品! 昭和� 11 F空手座談会J(主催:琉稼新報)昭和会費宮で開催 |沖縄HP

「空手座談会J(主催:琉球新報)昭和会館で開催，沖縄にお 
10月25日 ける空手の発展と，� r唐手jから「空手jへの名称変更につい� :nn?品Q-:

1936 昭和� 11 
lて唐手関係者，県教育行政叙当者，報道関係が参加(，拳滋学J
に議事録が収録)� 

1936 昭和� 11 11月 寓名腰義珍，早稲田大学卒業生送別会に参加 里民守主認証郎、126…139

慶慮義塾，船越義豪先生を招き稽古を始める(その後，波lこ� 

1936 昭和� 11 11月� 1 B 
1回程度) ・義豪先生の稽浅の� ft方が義珍先伎と余りに逃う

療機75pp.31-33
ため慶謄では義豪先生を招くまでにかなり論議を炎わしてい
る(早稲田・拓殖に義豪先生家持あり)� 

1936 昭和� 11 日本学生空手道連盟発会式(青山会館) 学大HP 

1936 昭秘11 11月7日 大日本学生空手道遼盟発会式 選毒殺75p.306

大百本学生空手道連盟発会式(渋谷育tlJ公会きま，覇隆康， 一罪悪，� 
l宮36 昭和11 11月7B 商大，拓大，平穏沼，法政が参加)，� 1芸名媛幾豪商事撃きが総予滋 銘美童pp.l…13

之解説を行う� 

1936 Bll幸D11 11月� 78 大日本学生空手道遼翠発会式，記念話言語主会(量産塁悪，一言語，銘警警察~pp.25-2き
大，海大，早大，法致)

総量産・広西務範{早穏際)審査の下， 総本医科大学祭予告霊祭� 
1193吾� Bll手011 11月8B 設・進級試験が行われる.終γ後，!t:.空警察事撃をの総理事とき襲撃主演� B f!iiipp.31-57 

武あち� 

12fJ25 8 
沖縄察空手遂事量奏会発足{会長・祭実霊祭，員総会i柔道義襲撃E主主号令

き苦言書pp.34-37
宮-学務議長，孫覇市長〉

書若手道基本主繍j定〈喜獲量主事耳若草{き~んちょうとく"義章者5 

1936 言苦手話� 11
憲逐，花主主長E主，省減塁走英霊，主主鶴糞繁，気事震波綴発{まえし

ヱドカラ� p.232
ろちょう号ょう人知花毅告書{ちばなちょうしん入{宇奈絞i線
孝君{なかそねげんわ}� 

1吉37 Bll.fD12 毒告主主義珍，早稲回大学空手部卒業生送別会に参加 早大50p.21 

1937 路孝日� 12 寄減長綴，小西康裕，唐手術教士号授与 望書えま日P 

l曾37 昭事012 菅波長j脹，大日本武徳会より空手術教士号授与 型産年p.44 

l哲37 5百平012 3月28B 沖縄県安手道援興会指導部，空手遺基本型十二段を正式におIJ5主 大観pp.299-414 

1型37 昭和� 12 4月25日 京都帝国大学空手研究会発足(大塚博紀・上野実期) 幾大pp.207…237 



寄島幸f'pp.25-29 

寿会主主70pp.34-41

118 中央大学保健手事務研究所紀婆 害事 23~' 

18本医科大学学科筆者入aIIj重義文幸選会{新綴明治重量薬) に船量産鯵;� 5YJ 16 B I~4""~:r.:;~~=;W1 ';'¥.PJ.I.RW>..I:.!:~ ¥JWI1t1'7Ji[J;pc?tC;) ''-Jm ~~I~ I8 B重pp.31-57
i華2.季語永室率緩参加 i 

1義豪鯵銘拓大戦鮮総�  i瞬叫鉛�  

:B本産科大学空手都送別会に紛滋郷後・綴永綴義参加� 8塁pp，31-57 

E上茂{松海飯� 2間銃後)，絞湾総段級泣義変委員となる� i江上:表者紹介

慶態� 75p，30619381 芸苦手口� 13 I6月� 18 I厚生省主催空手紹介渓主主会{幾富豪華撃事島参加〉

i富名療草生珍，厚生省長主義差i漢撃究会，於OO!乏体管室喜，各官庁体育
務喜子pp.25-29§月� 

指導者議習会

凄懸� 75p.306 

13 10月

10月

11汚� 

19381 B苦手D13 I 8月 i厚生省主催笈挙体予f~毒務会 (6 日燃)
毎毒呼pp.25-29，
松語専6Opp，139-147
 

1告381 昭和� 13 I8月23日i目白・綾可ヶ谷松諸事館襲撃絞開始 船滋� 7Opp，34-41
 

近空pp，353叩� 363，

19381 日目利� 13 I9月10日|帝国大学空手連盟発足

農大pp.207-237
 

1938 
 層霊感� 75pp.34-35
 

1938 


陸軍士官学校予科I資総会(燦線級勢参加)

q島呼pp.25-29 

飴越義珍先生，三s:tのm院を語辞いて号尾治神宮体育大会に参加

簡易保倹潟のj策委主大会に参加

全� g本体擦祭，体操3選議長誌に努力日(獲量撃筆集事長〉

号号?会事事室体育大会� iこili主義， き去幾重智子号制下主主f!!l� a名出場し， 神宮� 
j外苑競技場において，総量産幾珍うも主主の号令で極体詰主主主を行う，� I
この時秩父3宮殿下IJ)台突を綴う� 

:1事'38 義務利� 13 111月品目� j国民体育大会にt己主義(幾態華豪華島)

慶応大学空手都，日比谷詩草食会10月

|陸軍士官学校演武会

寓名腰義珍，大日本武総会より空手術・縦士号を授与される

大塚博紀，和道流を創始する

船越義豪先生，中央大学空手書官iこ断続として迎えられる

東京豊島区雑司が谷に的湾総滋射を開く� 長嶺� pp.lω-120i
農島区雑司ヶ谷大の八…笈に後泌総鋭紙大日本空手道松海i船越� 7め，p.34-41，

慶態75p滋)6

鳴呼pp.25-29，
松簿6Opp.139-147

和道� HP 

FGTp.162 

松濠6Opp.l51161←� 

館発足(東京朝日新開戦列E苦手目� 14年� 1汚24Elのき跡緩よ持) 1松凄偽'p.1妙� 147 

莞翠Z主JZ宵鵠j選定諸議会芝三i鵠沼

大日本空手緩武会発足(自軍事話:大塚縛車c.総事長江里口栄一)

19381 関手話� 13 13月10日 東尽府豊議区雑潟ヶ谷町� lこ3襲名燃講義珍のi主催する「松詰事館道
場J完成

19381 昭和� 13 I 5月 |大塚博紀，大日本武徳会より練士の称号を綬与される

19381 昭和� 13 I |大塚博記空手宇野鎌土停綬与

19381 絡手口� 13 I5月5日|船越義珍，� r堂予選大総J(伶2罪被緩和繍)� Iこf空手道二十ケ
条と其の解説Jを議す� 

農大pp.207-237 

農大pp，207-237 

HP直i手口� 

鴻志HP.
農大pp.207-237 

大観� a 奥付

若古利� 13 I11月

l月298

1丹波� 8 1:



2005 さ芝手遂の近代化をめぐる船主主義珍;こ穏する研究課題� (1主主主，容や谷，資家.tJ、事事，費支，努，外務}� 11告

ぬ3告; 芸選手話� 14 I1 Jl2吉良 全会語撃鎗道場落互主式， 渓都内務次宮，手軽襲撃� 

東京量豊島区雑司が谷Lこf松議事鎗遂主義j会葬者く 手Oi:震HP14季語DB 

松長著書富造場・建設〈豊島区議湾ヶ谷)� 2ドカで予知.187-1吉214季語ss 

2芸名獲門下，i工上茂{早稲田入座主事兵務局管下のE主主事中野学

総務� 14 1 i 校教室として，空手の実技指導にあたる(-縮季語 18~10 月 31
 疑問pp，36-43

日)� 

船越義珍先生，厚生省主催の空手道議官雪会� (00災体衛館) マ
1939 選手514 2Rl 139-147p‘松様。Opi月1益事14陥秘j助手数名とともに指導する(東京朝日新聞貌羽

日4
1| 

24日の掲示板より)� 

1939. 苦手014 2月2E22省主催空手道講習会(国民体育館)に糊抑制俄|糊7蜘� 34-41 

船越義珍，慶慮義塾空手部卒業生送別会に参加 自賠勝75:~写凝集 

船越義珍，拓大学生等と共に京都武徳殿武徳祭に参加，望!Ia1'1行総 17-18 

1939 I a自利� 14 2月

1939 is日利� 14 1 春 立命館大学空手部と交換稽古� pp， 

員合意患7Opp，34…41，
19391 a併日� 14 I5月5日 大日本武徳会主催武道大会に船越義珍先生，重量豪先生害事が出場

絞篠崎lp，139-147

関東学生空手道連盟(東京帝国大学，中央大学，東京農業大� 
1939. B苦手014 I5月5日 学，立教大学，明治大学，慈恵医科大学，日本援料館斜線内� 1J畿大ppぶ07…237

学校，日本医科大学，横浜専門学校)が結成される

関東学生空手道連盟(東京大学・中央大学.J東京農業大学・
 
1百391 Bfj議014 I5月5日 立教大学・明治大学・慈恵医務大学，沼本復科医学専門学校，� 11幾重手p.44，範大6Op.200


東京工業大学，日本大学医学部，横浜専門学校などが著書約}


大日本武徳、会の空手術教土・錬土号授与者，上長量二之助{教
二1:.空真流入摩文仁賛意1(鎌土・糸豪華記入苦言名運要事整理参{憲章

日誌手014 5fl7 ElI

IL~喜三之室主教士号授与，摩文仁繁華D，ま号室主義珍，野沢一告を，
滋ul塁豊作，華き皇室義豪，議議正次， 清水量生之， 江5事語主選1;:.護者E意 義喜ii!;;HP
t:::俗文， 量豊土号授与� 

5 fl17 aI甥治大学記念童書・関東学生空手透i裏霊童話義設会襲警告量 運急*pp，207-237

海主事経理学校演武会{愛感義塾参加} 援襲撃75pぬ8 

2fl 品会越義珍，慶懇義塾空手部卒業生送協会に参加 場産機75:移3葉集� 

2月思議 中央大学空手会{締範:大塚簿紀)解散 ?経幾pp.79-80 

3月末 中央大学空手道会として発会 タ終書長pp，362-380

中央大学，船越義豪先生を締範に迎える 級車車70pp.34ω41 

I1940 在百平日� 15
松語事館流i寅武会(京都・武徳殿) ・船越師範引率のもと松涛
館流各大学が参加� 

.1940 BB手日15 日月� 6日 主著名腰義珍，京都武徳、殿にで空手の団体演武 |議Ij自主pp.l2ω32

|日大日本武徳会主催の紀元二千六百年宣告祝・第悶十tm余震転徳、� 

.1940 H自利� 15 
5月 祭(京都市岡崎町西天王町・武徳殿)出場に際し各流派，流� i 

4ゐ� 6日 派名を決定する.恐らく前年の秋ぐらいまでには随まってい� iなさt:pp，227-236
たと考えられる� 

1940 I B百平日� 15 5月 紀元2600年記念，第44回武徳祭が京都武徳殿において関機，� l1)畿大 207-237 
5-6 a 初めて安手各流派が出場して間体演武を行う� pp， 

武徳殺でのi寅武;こ対し，船越義珍に鎌土，童会越発珍を草寺皇室し� 

1940 童話手日� 15 I 
た功績で摩文仁賢私に対し教士宮うさ授与された.これに責すい

[門下の江上茂憤慨，111:西元信も審査にあたった柔道室告書にますし;主公務6Opp，3-23
て抗議， こうした出来事が，章者大日本室長徳会(東条謀長慾会)� 
tこ加皇室しない原留となって行く

土・松濠童言語立に清水敏之(錬土・� 8心多久間流入江重要藤援重走仁塁審宏，1.1革大pp，2告7-237
野沢一也，檎山豊作，事筆者毒数次〈錬土・自然主義入
〈錬土・縄IJ柔主主)� 
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1940 昭和 15 5月 8日

大日本武徳会が「錬士号」の授与者を発表，上野実朗(和道 
流入木原秀二郎(和道流)，金城兼盛(きんじようけんせい)
(剛柔流)，比嘉世幸(ひがせこう) (岡Ij柔流入山口実美(剛
柔流)，長嶺将真(松林流入瓦葺隆輔(自然流) 

農大 pp.207-237

1940 昭和 15
瓦葺隆輔，長嶺将真，金城兼盛，比嘉世幸，山口剛玄，錬士
号授与 

鴻志 HP

1940 昭和 15 8月 拓大沖縄遠征 鳴呼pp.25-29 

1940 昭和 15 11月17日 第三国学連i寅武会 鳴呼pp.25-.29 

1940 昭和 15 12月 2日
船越義珍，松1轟の号で日本医科大学学友会会報に「心身鍛練
は空手道より」を著す 

日医 pp.31-57

1941 昭和 16 崎浜盛次郎，糸数義男，錬士号授与 鴻志 HP

1941 昭和 16

沖縄県指定の空手専門委員会(長嶺将真，宮城長順，神谷仁 
清(かみやじんせい)，新里仁安(しんざとじんあん)，宮里
浩司，徳田安文，金城兼正，喜屋武真栄(きゃんしんえい)
などで構成)が「普及形」完成 

慶応 HP，歴年 p.45

1941 昭和 16 船越義珍，慶麿大学春合宿に参加 慶感 75:写真集

1941 昭和 16 5月

明治大学空手部公認記念全日本空手道i寅武大会(明治大学記
念館)，参加流派は松簿館流，剛柔流，糸東流，神道自然流， 
和道流，参加校は東京帝国大学，慶慮義塾大学，早稲田大学，
立教大学，拓殖大学，東京農業大学，法政大学，慈恵会医科
大学，日本歯科大学，立命館大学，同志社大学，関西学院大
学，関西大学，日本歯科専門学校，明治大学の 15校

駿空pp.62-63，p.176 

1941 昭和 16

明治大学空手部の創立何周年かの記念演武会において，空手
道の発展の為，現在ぱらぱらの各流派の統ーをはかり流派の
違いはそのままにしても互いの交流を深め段位等もバランス 
のとれたものにするため，何らかの統ーした機関を設ける趣
旨の意見がまとまり，慶感がその世話役となる.富名腰師範
は双手を挙げて賛成され，京都の摩文仁先生，沖縄の宮城・
花城先生をはじめ各先生の賛同をえたが，日本が戦争に突入
したために，この大事業は消滅した 

慶麿 75pp.37-40

1941 昭和 16 9月19日
明治大学記念講堂で空手の演武会が開かれる(摩文仁賢和，
小西康裕，大塚博紀，木原秀二郎) 

農大 pp.207-237

1941 昭和 16 9月20日 大日本空手道天之形発刊 天之形:奥付 

1941 昭和 16 船越義珍，大日本空手道「天の形」 ・刊
近空pp.261-270.
歴年 p.45

1941 昭和 16 9月
「増補空手道教範」が出版され付録に，船越先生創案の「天之 
型」組手型が発表され，大極初段三段，梶の型「松風」が創
案される 

松海6Opp.139-147

1941 昭和 16 9月20日
松凄曾増補版「空手道教範J(船越義珍先生著)康文堂より出
版付録に大極の型を発表

飛龍pp.362-380.
松祷6Opp.151ー 161 

1941 昭和 16 梶の型「松風」完成 飛龍pp.362-380 

1941 昭和 16 10月 富名腰義珍，早稲田大学卒業繰り上げ送別会に参加
贋西・写真，
早大5Opp.22-23 

1941 昭和 16 12月 8日 太平洋戦争開戦 慶応 HP.歴年 p.45 

1941 昭和 16 末
船越義珍，沖縄へ帰郷(-昭和 17年 1月はじめに 20年振り， 
最後の帰郷

iJまじゅ 3 pp.2-5. 
松凄6Opp.33-36 

1942 昭和 17 3月20日 新大日本武徳会(別称・東条武徳会)結成 近空pp.271-281 

1942 昭和 17 3月21日
全国の武道団体を再統合し，大日本武徳、会を結成(通称・東
条武徳会)

農大 pp.207-237



2005 金子i慈の近代化をめぐる船越義珍に関する研究課題(復本，中谷，予雪氷，小林，数お，外関� 121

ーの附一教会( 明 後 一 団
三之助入毒事会{清水敏之，弱音文fコ賢和，事告幸子3む芋，大塚博紀，� 

1942 IB草寺詰� 17 3月末� i~工藤武彦，言霊:ß n要義珍，新恩イニ雪量，野沢一 tー仏繍山豊作，下 送受� pp27ト� 281 
E日武， 事軍事憲政二大， 山本縫J'J助， 絡ま霊虎吉， ニj織…夫， ま主木光
太郎，上野実費月，木原秀二郎，慾t.n要義豪，金滅鎌軍基，瓦王軍;� 
I繁華護.:&嶺将兵，上七姦賊:幸，� Wね災焚)，範土なし� 

i告42 昭和� 17 4月� 1 B 全法話尊重言，大日本武総会� iこ参加せず 船越� 7Opp.34-41 

1942 ! 昭和� 17 5月 昭和際線，慶大，拓大火当事各大学でき霊祭が:iE課体育となる 号毒E手pp.25合事� 

l蛾;繍�  17 6}守
船室毒薬奇襲銭安ゑ，庚西元f雪. 1J民w忠男� F宅氏を機織して控室事1コw鍛造車� 7Opp.34-41.

:学校の事宇都 iこぎ安手道の実校総理事 理菱商� pp.36-43 

1942 si'l平日 17 号jヲ 費合主主義珍， 還を襲撃謀長豊島卒業生送別記念に参加 |勝目撃 75:写真集 

1942 ! 昭和� 17 9月 骨骨総重量珍手綴応大学さ苦手部送別会に参加 卒者Iilffi50p.24 

1942 iB雲寺017 10月� 1日!大ら隊本にi武護士徳号会(東条飲館、会)が， 大事単線紀， 河野稔， ~員幻覚!農大 pp.207-237
害事 (旧教士号ま}を綬与する 

1943 H自利� 18 3fl 
厚生省から「戦時学徒全容努重要綱J が発令され r~芝手法柔道をと

松涛6Opp.l39叩� 147
合わせて行うことを得るjという条項が主量殺される

船越義珍，蓄えを懇望号に参加し軍事後粛を務める{昭和� 15年を受け� 
i1943 費税sI8 て，恋文仁警基準装告を際j席しないことを条件に燃す，似し非公主主 全会議事� 6Opp.3-23

;こ会見する) 

1943 1 B苦手018 6月� 13 BiI鶏策学主主主E手道逮長裂が解毒支する 農大� pp.207-237 

1943 iBi'lf日18 
f学徒数長司令Jが発令され，大学生i主主事襲撃に入縁，次第に絞諸事

§汚
館も入門毅が少なくなる

松涛毛Opp.139-147 

1943 ;塁手018 8月 船越書長ま季手続四大学夏合綴()j主主薯)� 1:著書露目� l'手稲田切p.25 

1哲43 日選手018 8}ミ ;総量産義珍， lj!.fiilffi大学空手書IIi最初会(大際会主意) ~こ参加 午前日間� 5Op.25 

.1943 日百平日� 18 9fl 時台高盛義珍， 慶君悪事集要義若手業生送別記念:に参加 療機� 75 :~写真集 

1943 昭和� 18 12月 船員患遣をま幸 r~苦手進入門 j 発刊 HKM 

19431 昭和� 18 量金量産幾~r~手入門 j 発刊 大観� ppト� 11 

!1事43 日目利� 18 12月� 15お 船越義珍� fヲ苦手入門J(濁防総選協会)発刊 際年� p.45. 入門:奥付� 

.1943 !昭和路 終わり頃 船銭義豪，筋書襲疫にかかり，渡たきちとなる 室長議事毛Opp.3-23 

1944 iB善幸019
船主主義珍，大塚博紀途土号授与，毛皮jニ陵祥，辻� 111被i貌，錬土
長号授ら� 

1944 昭和� 19 松獲量悲の練習者の:主力はや学生(1日制)になる 松諸事朕)pp.13事� 147 

1944 !昭和 19 船越霊長珍先後一雲寺九州』こ疎開 船主主� 7Opp.34-41 

1944 i善悪事019 7fl 本毒事務遂， 選立公� (74歳) 理豪華字� p.45 

ìli: ~pp.127時 137，
1945 日程平日� 20 3月号お 大空襲により校長葬儀焼失� 

E是*pp‘207-237 

i1事45 E自手自言。� 4月 東)'j{~襲によ号意法務総焼失
学大� HP.
学大波当pp.125ー� 145 

1945 昭和� 20 4月25 El 
米主主主震による東原大草壁覇軍によ{終ち戦，後全長1湾0総焼失， 以後近くの� JII
幸す学君臨� !l)議書掌にて稽予言する� fl15日，復民家人の仮 松議6Opp.l39-147
宿舎となったため，練習雪をや比する)� 

1945 日開日� 20 4 fl29お 松話事館が家五そ*~霊祭によ句，焼失
松海HP，秀聖書量的.362-3ぬ� 
t事i鋭、pp.12町� 32 

1945 ;鋭利 20 6月� 23日 沖縄戦終結 思襲応、� HP.歴年� p.45 

19判的� 8月� 15 B 太平洋戦争終結 慶応� HP，君主年� p.4吾
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1945 H自殺� 20 8 J'l15 B 終戦
早大� HP，
早大5OppJ25-145

凶唱 和 初 �  11月吾日 文総翁次官通達によち，学校武道室が全面的に禁止される
燥大仰� 207-237，
郵IJt止 pp.12-32

紹和� 20 11月幻 師範代ど逝去
早大� HP，
早大� 50pp.12ト� 145 

i1945 沼季020 111f!24日 第名君要義豪氏死去 重量感� 75p.201 

i1945 

昭昭昭和和和� 222006 11112月月月� 24 B 

富名君要華星条氏死去(享年� 39歳) 棄を緩pp.362-380 

1945 24 B 船越華駐豪!tf;!tご遂去 総量産� 7Opp.34-41 

i1945 きg 後 ~D要幾豪氏葬儀{護疲王手} 厳嬢� 75p.201 

1946 滋和� 21 コたも兵，広西，� GHQ' 文辞ß~撃と交渉し空手は禁止を免れる 鴻志� HP 

194吾 沼幸021
中央大学空手部学内で活動事干潟，地の利がよいのマ各大学の

松務6Opp.l39-147
代表幹毒事によ母会問繍古が行われる� 

1946 沼紛� 21 4 f!1日 早稲期大学受ネ滋が穏古再開� 5華大pp.207-237 

1946 自併日� 21 !4月12日 明治大学ぎをご手滋が稽古再務 祭大pp.207-237 

1946 昭和� 21 5 f!lB 手百媛大学~手部が稽古事専際 農大� pp.207-237 

• 1946 昭和� 21 llfl 大a本武徳、会が正式に然数九ずる 創世� pp.12ω32 

1946 童話季021 11月31日 大忌本武者意会がIE~Iこ解数する 幾大� pp，207-237 

1947 自喜和� 22 5月� 5日 東京大学受予告告か穏古再開記念草案書記念を関意義 綾子k:pp.207-237 

1947 自信平日� 22 7 f! l日本~学協会設立，船越義珍が般書誌 E軍事室 iこ就任する 饗応� HP，歴年� p.47 

1947 H自利� 22 き月 紛藤主筆集珍，疎際先lT.rJ::.分から燦Jj{� g!J世pp，12-32 

1合47 日苦手D22 告月 豪語越義珍先生帰京 船越� 7Opp.34-41 

lち47 昭和� 22 11月19臼 関志社大学祭そ予郡上京，交換稽古(中大) 飛育長� pp.362-380 

1947 童話季語� 22 11月
船室主義珍合主役締Jj{歓迎i寅武会{重量殺，早朝~E日，中央，専修，

車産襲撃� 75p.307
法政，車工後，� B大，明治が参加.~手総 E自において) 

l 寓 ~H要事長珍鎗去五歓迎記念演武会(熊本の事長潟地より帰Jjï;， ~事 
1947 日百平日� 22 11月 手lil聞大学道場，季語道流， 糸月定流. 瞬U~主主主，後詰草委事流の4t校が 農大� pp，207-237

参加(念日本学生空手送速駿結成の契機)) 

費全車庫義珍先生ー 一仁王託老記事室i察総会(慶R民 早稲田，� rt大，理事修，� 
1容47 昭和� 22 il1f!2OEI 法政，紅陵，日大，明治，1iiJ志社，大阪専門が参言語警察稲田 飛龍� pp.362時総§

大学において)� 

1948 言言季語� 23t翼 遠山実賛{約手日四年上阪)と富名療事襲警告の沖縄麿手術宗家争い さ澄男子選� pp.26-33 

11附 芸誌手023 船高義謀長珍，� rtLlJ亙敏，小幡功，康文仁撃基準塁，坂上陸祥会見 さ安手透:写真� 

1948 S古事日� 23 5月 日本空塁手協会結成 協会豆P

大大学連盟発会式・詩震災会(尽橋公会堂)に慶喜及率稲田，
i1948 昭和� 23 8月

専修， 中央� .tまま立， 車工芸愛が著書加
慶懸� 75pョ307 

l事48 自在和� 23 9 J'l 合同演武会(千3臨時ま公会堂)� Iこ慶態と中央が事訪日 慶感� 75p.308 

1948 童話幸023 9月25日
学生ききそ予泌総会(千葉県教育会重量入参加校は慶襲撃，主手絡� 83，

費霊童話� pp，362-380
中5丸号事事参， 事長線(中大空手善悪主義量}� 

1948 絡殺� 23 11月20日 日本祭主主主号1-遼iI.発会式ならびに君事� 1主主若草食会(京橋公会笈} 売を幾� pp.362-380 

1948 日自手023 11fl23日 日本さ苦手協会発会式(ネ務関大是非議室場) 農大� pp.207-237

昭和� 24
議選館にて各大学� OBが米祭主巨体育指導員に祭ヂ捻導を行う

早大� HP(~昭和 28) 
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1949 昭和� 24 I 1 }l 船越義珍，早稲田大学寒稽貨に参加 早大� 5Opp.31 

1949 目自手口� 24 船銭幾珍を主席師範とする日本~挙協会発足 本カラ� pp.l87…192 

1949 昭季語� 24 5 }l Bl容さ左手協会結成記念i賓武会(続発ホ…� yレ) 凄懲� 75p.308 

1949 BB季D24 5 }l27B.日本空手協会初の演武会{東京言受発ホ…� Jレ) 星雲大� pp.2合7-237 

1949 路孝024 1B2ド塗手協会設立，最高技術襲警湾総主義幾珍3主主主 毒金量産� 7Opp.34…41 

19491 Bき干024 発珍5軍事室，汚下主主合同の淡語主会を行う {まま予定ホ ル} 飛縫pp.362-380 

1949 昭和� 24 9 }l1OB 手日i義主主が{全日本空手逮塁塁jを絵互主(火事護担事車i'.'iIJ!口栄一) 農大pp.207-237 

1950 昭和� 25 8月16悶 船主主義珍先生， 中央大学空手書1¥1総書1110関空手話軽量左大会に参加 松海� 6Opp.151-161 

11950 昭和� 25 10}司
松諸事館大大学尽都遠征・法大，中大，耳事大，拓大，慶大の� 36 早大� HP，
名が問忘干土と立命館大の剛柔流と対戦 早大� 5Opp.125ゅ� 145 

119;;0 Hll和25 1O}l7B 会日本学生~手道連盟結成準備委E司会が発足(車I陵大学) 農大� pp.207-237 

:1950 日苦手D25 l 五t~留学生空手道連盟発会式・詰電波会(務徐大学講堂} 慶懲� 75p.308 

1950 BB季025 1O}l13 B 学校裁選の祭止措置解君主 怠Ut監pp.12-32

お50 1 aB李総5 112}l皐自
ぎ詮� 5本学生き苦手道連援が結成{明治大空群lli:!念護憲さまにて合i胃液

農大pp.207-237
主主会傷後〉

下 辺自 会お本学生学.手道連盟発足 近空� pp.353-363 

1951 昭和� 26 7 }l 総量産議長珍� f空手入門� J(天池望書芸春)多量flJ 歴年p.47 

1951 Hii和26 11 }l 船主主義珍，凄慮義塾秋季大会に参加
慶態� 75p.308
および写真集� 

.1951 自百平日� 26 12月 船通事章生珍，早稲田大学空手部創.iL20周年記念演武会に参加 早大� 5Op.32 

11951 昭和� 26 12月16 B 早大空手部創立� 20暦年記念演武会(船滅的総務加)
早大HP，
早大� 5Opp.125-145 

中央大学道場において，午後� 8降雪質から松語専餓系の大学(ピド

(開1脚四(||昭昭昭和和和U幻幻� ||In月9 月間 ||醐全間れるて日後い蹄本学た伸生早(鎌~空一一昭倉手鋤近和圃ケ28即の年合)一ー幡同師宮奉納会を減醐埋醐武めにる性(参明た加治叩大専(鵬学問記蝿念会講加))堂に)よ� 

B~室 pp.73ω84

慶喜善� 75p、ぬS

農大pp.207…237 

1952 Bll手日27
11 fl19日 重量襲撃と早稲邸の間で初の試合形式の交欽革審慣が行われる{早

大-大島高主の提案}
慶態� 75pp.43-47 

1952 昭和� 27 12yl 総量産義珍，早稲田大学納会に参加 早大5Op.33 

1952 H自利� 27 12}l 合間穏古(拓殖大学)拓に殖慶が謄参，.!j!fIil悶， 中央，法政， 明治，
日大，東大，立命館， 力日

慶懸� 75p.308

米関航空本部の招聴を受けて渡米する[日本武術革草米使節団Ji 
1953 昭和� 28 6 f13日 {ノト空会澄之箆長・ 6月10BIiI害者}壮行線露支会潟催{神毘共立 農大� pp.207…237 

3舞:ii;)� 

1953 言苦手028 総量産師事E渡来� 30局年£念語言語主会 {待日時芸名3主義義主主) 愛感� 75pぷl8� 

119531 B喜幸028 総量産事長珍先生，上京� 30湾年記念大渓総会{芸名.iL議室主〉 飛穣pp.362令書。

早大� HP，
1953 昭和� 28 大暴言室主 〈アメワカ松長事館査室長)， 王手事BE話若手費量

早大5Opp.l25-145 

1953 昭和� 28 1O}l88 苦言主義援綴， 逝去� (68議} 歴年� p.48 

1953 昭和� 28 11f118B 念日本学生空手道連盟合問演武会(早稲E日大学・大使講堂) 農大� pp.207-237 
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早大HP，
早大� .8本空手協会を説会

早大切pp.l25-145 

e月� i船越義珍，慶懸義襲!!:Il努手鋭意IJ:交301務長手電器季大会に参加 重量感� 75:写主主祭

日本空手協会に腐している大学の対抗試合が拓大濠場で行わ� 

19541 酬 I6開� ibSZZ225許f?間前)存在jTr|29 日医p同 制

現代の試合形式が試みられた� 

早大HP，
19541 酬� 29 7月 !日本総合武道大会(新設の州側紙船越師範参加) 早大切pp.l25-1451 

19541 限利� 29 1 7月3日|日本総合武道大会調催(東液体符館) 農大pp.207-237

断� l日議知事� 7月� 381日本総会武道大会;ニ繍議縁組低出場する{東京体育館1 

医学連演武会(大阪中之島公鰍)111jJ21手謀総541 B13;汐 
1事54 書送毛主� 11 jヲ 会5本学生2左手議室悪霊童会問話言葉支会{大震走中之島公会堂}� 

1955 昭租30 広川涜賞潤輝線吉元元武偏信道保闘日存でで振見見興会設立 (会長 平信費)� 
1955 併設� 30 9 jJ30B るだ手滋入門j発刊� 

1955 Bfl;JO 30 10月10日 るさ若手渡入手'Ji1霊湯弘文ま震発刊 

.1956 昭和� 31 1月� i全日本空手道連援i寅武会(明治大理非議舞金)� 

1956 日目利� 31 1月22日 全日本学生安手道連盟盛合問減量民会(明治大学記念講堂)� 

1956 日自利� 31 5月 合同演武会(日本大学講主主)に療機，早稲悶，日大が参加� 

1956 H自殺131 5月 沖縄空手道連銀結成(初代会後・知;a羽信)� 

1956 Btl準装� 31 5月 克子IJ空手道に器室開業遜「騎手防究替、jを司監す

;金 B本学生安手選進皇室が試合総還を看護� $Lのため，� r審判研究会j 
195詰� Btl季語31i5 fl 20 8 irルール研究会jを発起させる{策3京大学・明治大学・慶応義

塾大学・拓殖大学ー記長並立大学・� 8*大学などが参加)� 

195品� Bm告031 7 fl27 8 総量産義主まう基金 8~主主左手協会連聖書室校総議棄罪毒を議室経 

1型56 童話殺131 10flll日 鉛越華皇珍先生事tr~苦手進一重量j 多量約iJ (サンヤイ出緩〉 

i告56 約手目31 船越義珍� f安手進一路j多量約IJ(幾重駐豪華寺著書誌鱒宇土} 

1957 自在平副32 4月26日 船越義珍師範ご進言長(宅事長ド� 881i義) 

1957 日目手目� 32 4月26日 船越義珍死去(享年88繊)� 

1957 日目半自� 32 5月10日
雑司ヶ谷斎場において松誠事会事事(務儀委員長大浜信泉早稲田
大学体育局長・~寺三郎総長を) 

1957 Btl狗� 32 5月11日 船越義珍獅範告別式(殺E司ゥ谷事長級金)

船越義珍郷軍主告別式(孝義問ゥ主事告義観堂)，早稲田・中央・専� 
1957 純手日� 32 5 flll日 修・学習焼大他が参列，袋延長.fE荷車・波紋などの日本空手協

;会加盟国体は葬儀をボイコットずる 

119571 B選手032 1 5月128 号号 j合大学空手妻~~事IJ$L記念i察議主会 iこ参加{ゃった) 

1事57 総務32 6 jJ218 総皇室うも主主透争奪語言語主会 {言寄磁溺翼襲ス空ジアム} 

1957 主苦手032 7fl 全自本学生塗手話量設会{大阪府3主体育委書}� 

1告57 綴手前� 32 7 fl 4 8 全� B本学生さ苦手道遠主査会liiIi資次長話(大阪府立体育館}� 
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