
東　孝先生は、従来の突き、蹴りを主体とし、

格闘空手を捷唱、大道塾を設立

仙台市に本部を設立、盛岡支部も同時に開設

（於　青山町岩手県トレーニングセンター）し

た。支部生20名

狐崎一彦　盛岡支部長に就任　藤原一美、市岡

隆志、門田正寿、佐々木　伸、高村哲治

第1回北斗旗ルール交流試合を仙台市で開催

初の顔面への突き、蹴りを主体とした激しい戦

いはフルコン界に一大旋風をおこした

第1回夏期月宿（宮城県松島野外活動センター）

東北地区参加者136名

81ミヤギテレビ杯大道塾内選考会　狐崎が選手

として参加上位進出となる。

81ミヤギテレビ杯オープントーナメント大会狐

崎が3回戦にて敗退（対戦者、現仙台北支部岩

崎弥太郎大先輩）

北斗旗ルールでの初の試み、52選手中、他団体

30名が参加した

昇級審査規定改正、現在の規定稽古日数が確立

東　孝先生の初めての著書『はみだし空手』を

出版記念パーティを宮城第一ホテルで開催

第2回夏期合宿（於　石巻市渡派小学校）125

名の参加　大道塾技術書『格闘空手』の撮影を

幹部・古参支部長により行う

盛岡支部演武会を大通商店街の協力により歩行

者天国内（丸藤大通店）で開催　岩手日章鋸こ記

事掲載された。

後藤尚文、吉田浩二　入門

大道塾初の教本ビデオ『格闘空手のすべて』の

撮影を開始（以後、約3ケ月を要した）

83大道塾新人戦、（茶帯以下）仙台市武道飴にて、

藤原一美が上位進出

第3回夏期合宿（於　福島県相馬市松川浦）参

加者140名

東京支部（新宿区弁天町）発足

日本テレビズームイン朝にて、北斗旗空手道選

手権大会開催を全国に紹介される

佐々木大串臥佐々木　純、及川和子、及川朗子、

及川頼子、佐々木　勉、佐々木秀道　入門

子供たちに空手指導してほしいという声が高ま

り、少年部クラスを設置

第1回支部長会議（仙台秋保ハイランドホテル）

開催　大会のルール改正を行う

第4回夏期合宿（於　気仙沼市大谷海岸）参加

者130名

月刊『空手道』格闘空手講座がスタートされる

桑原亜矢子、苫米地直子、田村幸一、中嶋直志、

鈴木一正　入門

大阪支部（平野区）発足

85ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

中量級の部　第4位　狐崎一彦

第2回支部長会議を仙台市で開催

第1回青森県大会　於　八戸市

第1位　門田正寿　第2位　藤原一美

第5回夏期合宿（於　山形市蔵王温泉）参加者

150名

85大道塾新人戦　　第3位　門田正寿

85オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）初の無差別大会を東京代々木第二

体育館で開催

狐崎一彦、門田正寿出場

参加選手　53名　うち、32名が他流派

三浦清志、山影　達、飛沢周陸　入門

横浜教室開設

日本テレビ　ビートたけしの『スーパージョッ

キー』に出演　2週にわたり放映され、格闘空

手の名を全国にアピール

福岡支部発足

86ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第1回岩手県大会　　於　盛岡市立武道館　初

の格闘ルールによる大会は、盛岡市民の観衆の

日を釘付けとして魅了させた

第6回夏期合宿（於　茨城県阿字ケ浦海岸）

参加者200名



東先生　著書『格闘空手パート2』出版

設立5周年・東京本部開設祝賀パーティ（於

仙台市第2ワシントンホテル）開催

東京本部を練馬区に移転・開設

札幌支部開設

86オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館で開

催

遠山豊伸　入門

87ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第2回青森県大会　於　八戸市立武道館

第7回夏期合宿（於　茨城県阿字ケ浦海岸）

参加者210名

87オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館

村桧　拓、白沢　智　入門

88ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第2回岩手県大会　於　盛岡市立武道館

第2位　遠山豊伸

第1回　北海道・東北地区夏期合宿　於　山形

市蔵王温泉　この年から合宿を3地区に分けて

開催とした

88オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館

小野　亮、二郷　誠、菅原　克、深道丈夫、門

脇　猛、小澤太一　入門

89ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第3回青森県大会　於　八戸市立武道館

第2回　東北地区夏期合宿　於　石巻市湊　参

加者100名

88オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館

90ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第3回　東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温

泉　参加者100名

90オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館

※10周年記念大会

若林武司　仙台東北本部から移籍

91北斗旗体力別大会予選・第4回東北大会

於　八戸市武道館　　中嶋直志上位進出

91ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第8回全国夏期合宿　於　茨城県阿字ケ浦海岸

参加者250名

91オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館

工藤伸一、田中元輝、水上斉之助、千田光哉、

高橋息史　入門

92北斗旗体力別大会予選・第5回東北大会

於　岩手県営武道館

中量級の部　中嶋直志優勝

92ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市　中

嶋直志出場

第4回東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

92オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館

東先生『大道無門』をジック出版社より発刊

中部本部を名古屋市に開設

93北斗旗体力別大会予選・第8回東北大会　於

宮城県スポーツセンター

中量級の部　小野　亮優勝

93ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市　小

野　亮出場

第5回東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

東北地区新人戦　於　蔵王小学校



優勝　小野　亮

93北斗旗無差別大会予選・第9回東北大会

於　石巻市総合体育館　第3位　小澤太一

93オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　東京代々木第二体育館

坂本　明、角掛真也、藤原昌晃　入門

94北斗旗体力別大会予選・第10回東北大会

於　岩手県営武生館

中量級の部　中嶋直志　第2位

重量級の部　小澤太一　第2位

94ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市　中

嶋直志　小澤太一出場

国際空手道連盟極真会館総裁　故大山倍達　館

長逝去

第6回東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

94オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　駒沢オリンピック公園総合

運動屋内球技場

高橋三良、滝揮　健、林　一也、大内伸俊、佐々

木海太郎　入門

95北斗旗体力別大会予選・第12回東北大会

於　山形市　中量級の部　　小野　亮　優勝

北海道本部開設　於　札幌市

95ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第9回　全国合同夏期合宿　於　茨城県阿字ケ

浦海岸

95北斗旗無差別大会予選・第13回東北大会

於　仙台市　第2位　小澤太一

NHK『ビジネスマン空手道』放映　大道塾の

ビジネスマンクラスをモデルに藤岡　弘、奥田

瑛二他出演　東先生の永柱割りが披露された

95オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　代々木第二体育館

柿崎　龍、森　敏幸、長岡裕志、高橋　仁、佐々

木愛香、金濱直樹、金濱宏樹、千葉昭彦　入門

96北斗旗体力別大会予選・第14回東北大会

於　八戸市　軽重量級の部　第2位　小野　亮

96ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第7回東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

96北斗旗無差別大会予選・第15回東北大会

於　仙台市　優勝　小野　亮

95オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　代々木第二体育館

中国・四国本部開設（広島市）

狐崎慎太郎、加納浩一、小林泰時、石川晋介

倉田協子　清水野恵子　入門

97北斗旗体力別大会予選・第16回東北大会

於　仙台市　軽重量級の部　優勝　小野　亮

97ミヤギテレビ杯オープントーナメント北斗旗

空手道選手権大会（体力別）於　仙台市

第8回東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

97北斗旗無差別大会予選・第17回東北大会

於　岩手県営武道館　第3位　小野　亮

97オープントーナメント北斗旗空手道選手権大

会（無差別）於　代々木第二体育館

堺田幸志、田代竣也、田代　都、及川雄大、三

瓶省吾、三瓶優太、伊藤瑞希、寺長根大輝、佐

藤充博、渡辺　海　入門

※大会名称を『北斗旗全日本体力別（無差別）

大会』に改称

98北斗旗体力別大会予選・第18回東北大会

於　泉武道館　軽重量級の部　優勝　小野　亮

98ミヤギテレビ杯　北斗旗全日本体力別選手権

大会　於　仙台市

第10回　全国夏期合宿　神奈川県　富士箱根ラ

ンド　参加者250名

98北斗旗無差別大会予選・第19回東北大会

於　山形市

98北斗旗全日本無差別選手権大会

於　代々木第二体育館

藤井　博、畑中大志、岡野良昭　入門

99北斗旗体力別大会予選・第20回東北大会



於　登米町　　軽重量級の部　優勝　小野　亮

99ミヤギテレビ杯　北斗旗全日本体力別選手権

大会　於　仙台市

第9回東北地区夏期合宿　於　山形蔵王温泉

参加者100名

99北斗旗無差別大会予選・第21回東北大会

於　仙台市　軽重量級の部　優勝　小野　亮

99北斗旗全日本無差別選手権大会

於　代々木第二体育館

小原大樹、菅野　順、坂村優子、日向　修、佐

藤忠行、皆川泰亮、吉田忠史　入門

00北斗旗体力別大会予選・第22回東北大会

於　八戸市武道館

中量級の部　第3位　角掛真也

00ミヤギテレビ杯　北斗旗全日本体力別選手権

大会　於　仙台市　　角掛真也　出場

★　総本部　現池袋に完成、練馬から移転

第10回東北地区夏期月宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

第10回　東北地区新人戦　優勝　角掛真也

第2位　堺田幸志

東北地区少年部交流戦

小学5、6年の部　第2位　三瓶昭吾

小学3、4年の部　第4位　三瓶優太

盛岡支部常設道場　下太田道場開設

00北斗旗無差別大会予選・第23回東北大会

於　石巻市　　第3位　中嶋直志

00北斗旗全日本無差別選手権大会

於　代々木第二体育館

熊谷文仁、柴田　努、小田中朝美　入門

本田耕介　仙台北支部、深水俊秀　新潟支部か

らそれぞれ移籍

01北斗旗体力別大会予選・第24回東北大会

於　山形市

01ミヤギテレビ杯　北斗旗体力別全日本空道選

手権大会　於　仙台市

第11回全国夏期合宿　於　茨城県阿字ケ浦海岸

北斗旗　第1回世界空道選手権大会　於　代々

木第二体育館　世界23カ国の参加あり　日本勢

5階級中3階級を制覇

工藤英揮、吉田　誠、大和拳太朗、及川博行、

工藤彩香　入門

02北斗旗体力別大会予選・第26回東北大会

於　山形市

02ミヤギテレビ杯　北斗旗全日本体力別選手権

大会　於　仙台市

第12回東北地区夏期月宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

02北斗旗無差別大会予選・第27回東北大会

於　岩手県営武道館

※少年、少女東北選手権大会を同時開催

02北斗旗全日本無差別選手権大会

於　代々木第二体育館

狐崎彩香、日暮雅夫、館毒筆徹士、久保優司　大

和夏子　入門

03北斗旗体力別大会予選・第28回東北大会

於　上山市体育文化センター

03北斗旗全日本空道体力別選手権大会

於　宮城県スポーツセンター

第13回東北地区夏期月宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

03北斗旗無差別全日本予選・第29回東北大会

於　登米町　南方町武道館

03北斗旗無差別全日本空道選手権大会

於　デイフア有明

菊池瑛子、宮野敦志、小田中健策、小笠原洋人

入門

NHK盛岡放送局　大道塾護身特集番組出演

狐崎支部長、坂本指導員出演

盛岡支部主催　護身セミナー

盛岡支部・北上同好会　合同稽古

盛岡市立手代森小学校護身セミナー指導

04北斗旗体力別大会予選・第30回東北大会

於　一関市武道館

04北斗旗全日本空道体力別選手権大会

於　宮城県スポーツセンター

第12回全国夏期合宿　於　茨城県阿字ケ浦海岸

参加者250名

盛岡支部　大演武会　於　カワトク店頭前



04北斗旗無差別全日本予選・第31回東北大会

於　黒川群　富谷町体育館

郵政局　護身セミナー指導

コンベンションサポーターの会　盛岡支部演武

披露

04北斗旗無差別全日本空道選手権大会

於　代々木第二体育館

護身セミナー指導　於　盛岡支部

狐崎裕次郎、花坂昌平、松尾知宗、志田加奈子

入門

少年部全国大会　於　東京

05北斗旗体力別大会予選・第32回東北大会

於　八戸市武道館

05北斗旗全日本空道体力別選手権大会

於　宮城県スポーツセンター

NHK盛岡放送局　大道塾護身特集番組出演

狐崎支部長、坂本指導員出演

盛岡市立飯岡小学校　出前講座　護身セミナー

指導

盛岡支部　大演武会　於　カワトク店頭前

盛岡市立手代森小学校護身セミナー指導　好評

により再度依頼あり

北斗旗　第2回世界空道選手権大会　於　代々

木第二体育館　世界42カ国の参加あり　日本勢

6階級中2階級を制覇

矢巾町子供会　出前講座　護身セミナー指導

賓森弓人、岩脇眞之丞、山岸蔵人、高橋　蓮、

橋場貴博　入門

少年部全国大会　於　東京

06北斗旗体力別大会予選。第33回東北大会

於　青森市スポーツ会館

06北斗旗全日本空道体力別選手権大会

於　愛知県武道館

軽重量級の部　小野　亮　初優勝

盛岡市立米内小学校　出前講座　護身セミナー

指導

盛岡市立黒石野中学校　出前講座　護身セミ

ナー指導

山岸地区夏祭り　演武披露

第14回東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

盛岡市立太田東小学校　出前講座　護身セミ

ナー指導

盛岡支部　大演武会　於　カワトク店頭前

白梅幼稚園　父母　出前講座　護身セミナー指

導　於　盛岡市立武道館

06北斗旗無差別大会予選・第34回東北大会

於　登米町

NHK盛岡カルチャー講座　護身セミナー指導

NHK盛岡カルチャー講座　護身セミナー指導

少年部東北大会　於　仙台市

11月2日

イタリア・ハンガリー遠征・セミナーの開催

東塾長、狐崎一彦支部長、神山信彦支部長他同

行

06北斗旗無差別全日本空道選手権大会

於　デイフア有明

土屋　哲、小澤北斗、菊月諷汰、高橋理人、

賓森太一、大畑　隆、山根守昭　入門

佐々木善雅　一閑支部から移籍

山岸地区子供会　出前講座　護身セミナー指導

岩手大学付属小学校　出前講座　護身セミナー

指導

NHK北上カルチャー講座　護身セミナー指導

盛岡市教育委員会　教育長より　護身セミナー

講師として委嘱状を交付された

07北斗旗体力別大会予選・第35回東北大会

於　山形総合スポーツセンター

07北斗旗全日本空道体力別選手権大会

於　愛知県武道館

盛岡市立山岸小学校　出前講座　護身セミナー

指導

第15回東北地区夏期合宿　於　山形市蔵王温泉

参加者100名

盛岡さんさ踊り前夜祭　演武披露　於　盛岡駅

前滝の広場

盛岡支部　大演武会　於　カワトク店頭前

盛岡市立北陵中学校　出前講座　護身セミナー

指導

盛岡市立上田小学校　出前講座　護身セミナー

指導

盛岡市立松園小学校　出前講座　護身セミナー

指導

07　北斗旗無差別大会予選・第36回東北大会



於　仙台市泉総合運動場

06　北斗旗無差別全日本空道選手権大会

於　代々木第二体育館

高橋英樹、工藤正樹、高橋一郎、土谷徳彦、木

村涼仁、佐々木林一郎、田坂陽樹、田村恭弥

入門

佐野俊彦　北海道本部　兼平隆成　仙台東支部

からそれぞれ移籍

盛岡支部第2常設道場　本宮道場開設

テレビ都南　護身セミナー番組収録

08北斗旗体力別大会予選・第37回東北大会

於　秋田市ノースアジア大学

護身セミナー　於　下太田道場　　本宮道場

08北斗旗全日本空道体力別選手権大会

於　仙台サンプラザ

盛岡市立杜陵小学校　大道塾空道（空手）指導

第13回全国夏期合宿　於　茨城県阿字ケ浦海岸

参加者260名

盛岡支部　大演武会　於　カワトク店頭前

岩手高等学校　石桜会文化祭　大道塾講演＆大

演武会

08北斗旗無差別大会予選・第38回東北大会

於　宮城県武道館

青山地区エアロビクス有志の会　出前講座　護

身セミナー指導

盛岡市立杜陵小学校　出前講座　護身セミナー

指導

少年部東北大会　於　仙台市

大道塾　岩手めんこいテレビ番組取材

第3回世界大会選考試合　08　北斗旗全日本空

道体力別選手権大会　於　代々木第二体育館

盛岡支部　運動不足解消セミナー開催

盛岡市立飯岡中学校　出前講座　護身セミナー

指導

盛岡支部　運動不足解消セミナー開催

少年部全国大会　於　小学校1、2年生の部

山岸蔵人　第3位

09北斗旗体力別大会予選・第39回東北大会

於　水沢市武道館

盛岡支部　護身セミナー

盛岡支部　運動不足解消セミナー

09北斗旗全日本空道体力別選手権大会

於　仙台市青菜体育館

盛岡支部、北上同好会合同合宿（一般部）

盛岡支部少年部合宿

IBC岩手放送ラジオ盛岡支部取材出演

盛岡支部　大演武会　於　カワトク店頭前

岩手高等学校文化祭　大道塾演武会＆記念講演

09北斗旗無差別大会・第39回東北大会

於　石巻市　空道ルール　優　勝　吉田　誠

基本ルール　第4位　大谷　悠

11日　世界大会審判講習会　於　総本部

岩手高等学校　同窓会　演武披露　於　メトロ

ポリタン本館

少年部東北大会　幼児の部　第2位　賓森太一

小学3、4年の部　第4位　狐崎裕次郎

5、6年の部（黄帯以下）第2位　田坂陽樹

15日　09北斗旗　第3回世界空道選手権大会

於　代々木第二体育館　世界57ヶ国からの参

加あり

少年部全国大会　於　東京

10北斗旗体力別大会予選・第41回東北大会

於　秋田ノースウエスト大学

※基本ルールの部　優勝　長瀬貴洋　対2位

大谷　悠

JAIFA岩手県協会研修会への講演依頼　狐崎

支部長『拳にかけ青春』　於　ホテル東日本

10北斗旗全日本体力別選手権大会

於　愛知県武道館　　吉田　誠出場

東北地区サマーキャンプ

於　山形蔵王温泉　※合宿名を改称した

盛岡支部　大演武会　於　カワトク店頭前

10北斗旗無差別大会予選・第42回東北大会

於　名取市総合体育館

格闘空手の部　　大畑　隆　第2位

大道塾盛岡支部創立30周年祝賀会

支部創立30周年を祝い盛大に祝賀会を開催し

た。参加者240名　於　盛岡グランドホテル




