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平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度 

第第第第８８８８回回回回    神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会     
平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年１２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～ 

於於於於：：：：県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

理理理理    事事事事    数数数数                ７７７７１１１１名名名名 

出席理事数出席理事数出席理事数出席理事数                        名名名名         

監事出席数監事出席数監事出席数監事出席数                        名名名名                            議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人 

                                                                            港 北港 北港 北港 北 区区区区支部支部支部支部                                            印印印印 

                                                                            茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎市市市市支部支部支部支部                                            印印印印 

１１１１．．．．開開開開                    会会会会 

         

２２２２．．．．会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶 

         

３３３３．．．．議議議議                    題題題題                                                                                 

（（（（１１１１））））平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度    県体育功労賞県体育功労賞県体育功労賞県体育功労賞・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ優秀選手優秀選手優秀選手優秀選手についてについてについてについて    

            「「「「受賞者受賞者受賞者受賞者」」」」    

①①①①     神奈川県体育功労神奈川県体育功労神奈川県体育功労神奈川県体育功労者者者者受賞者受賞者受賞者受賞者                            野見山野見山野見山野見山            様様様様    

②②②②     神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県スポーツスポーツスポーツスポーツ優秀選手表彰受賞者優秀選手表彰受賞者優秀選手表彰受賞者優秀選手表彰受賞者    

                        横浜市立潮田中学校横浜市立潮田中学校横浜市立潮田中学校横浜市立潮田中学校剣道部剣道部剣道部剣道部    様様様様    

            「「「「表彰式表彰式表彰式表彰式」」」」    

                日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１１１１月月月月１１１１００００日日日日（（（（土土土土））））１１１１１１１１時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時    

                    場場場場    所所所所：：：：神奈川県庁神奈川県庁神奈川県庁神奈川県庁    本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎３３３３階大会議階大会議階大会議階大会議場場場場    

                    

（（（（２２２２））））幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの剣道修了者剣道修了者剣道修了者剣道修了者にににに対対対対するするするする修了証修了証修了証修了証のののの贈呈贈呈贈呈贈呈についてについてについてについて                資料資料資料資料 １１１１ 

交付方法交付方法交付方法交付方法：：：：    卒園式卒園式卒園式卒園式にににに園長園長園長園長からからからから贈呈贈呈贈呈贈呈するするするする                     

対象園児対象園児対象園児対象園児：：：：    年長園児年長園児年長園児年長園児    （（（（昨年昨年昨年昨年度実績度実績度実績度実績１１１１，，，，４５３４５３４５３４５３名名名名））））                                                                     

            幼稚園名幼稚園名幼稚園名幼稚園名：：：：    湘南湘南湘南湘南やまゆりやまゆりやまゆりやまゆり幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園        （（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市崎市崎市崎市））））        ７０７０７０７０名名名名 

                                    湘南湘南湘南湘南やまゆりやまゆりやまゆりやまゆり第二幼稚園第二幼稚園第二幼稚園第二幼稚園（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市崎市崎市崎市））））    １６４１６４１６４１６４名名名名 

                                    中央中央中央中央マドカマドカマドカマドカ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園            （（（（伊勢原市伊勢原市伊勢原市伊勢原市））））        ８２８２８２８２名名名名 

                                    横浜横浜横浜横浜あすかあすかあすかあすか幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園            （（（（緑緑緑緑    区区区区））））        １０３１０３１０３１０３名名名名 

                                    横浜横浜横浜横浜みずほみずほみずほみずほ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園            （（（（都筑区都筑区都筑区都筑区））））        １７３１７３１７３１７３名名名名 

                                    横浜黎明幼稚園横浜黎明幼稚園横浜黎明幼稚園横浜黎明幼稚園                （（（（都筑区都筑区都筑区都筑区））））        １０３１０３１０３１０３名名名名 

                                    大和大和大和大和あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園        （（（（大和市大和市大和市大和市））））            ４５４５４５４５名名名名 

                                    相模相模相模相模すぎのこすぎのこすぎのこすぎのこ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園        （（（（相模原市相模原市相模原市相模原市））））        ６８６８６８６８名名名名 

                                    戸塚戸塚戸塚戸塚こばとこばとこばとこばと幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園            （（（（戸塚区戸塚区戸塚区戸塚区））））        １５０１５０１５０１５０名名名名 

                                    鶴岡幼稚園鶴岡幼稚園鶴岡幼稚園鶴岡幼稚園                        （（（（鎌倉市鎌倉市鎌倉市鎌倉市））））            ４７４７４７４７名名名名 

                                    中央幼稚園中央幼稚園中央幼稚園中央幼稚園                        （（（（相模原市相模原市相模原市相模原市））））    １１５１１５１１５１１５名名名名 



2 

 

                            みみずくみみずくみみずくみみずく幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園         (小田原市小田原市小田原市小田原市)      ４０４０４０４０名名名名 

                                    横浜白山幼稚横浜白山幼稚横浜白山幼稚横浜白山幼稚                    （（（（南南南南    区区区区））））          ５５５５５５５５名名名名 

                  杉山神社幼稚園杉山神社幼稚園杉山神社幼稚園杉山神社幼稚園                （（（（南南南南    区区区区））））            ５０５０５０５０名名名名 

                                    みなみみなみみなみみなみ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園                    （（（（瀬谷区瀬谷区瀬谷区瀬谷区））））        １６３１６３１６３１６３名名名名 

                                    浅間幼育園浅間幼育園浅間幼育園浅間幼育園                        （（（（西西西西    区区区区））））            ２５２５２５２５名名名名 

※ 各支部各支部各支部各支部にににに於於於於いていていていて、、、、上記幼稚園上記幼稚園上記幼稚園上記幼稚園とととと同様剣道修了者同様剣道修了者同様剣道修了者同様剣道修了者にににに修了証修了証修了証修了証のののの授与授与授与授与をををを希望希望希望希望するとこするとこするとこするとこ

ろがあるろがあるろがあるろがある場合場合場合場合にはにはにはには、、、、申申申申しししし出出出出てくださいてくださいてくださいてください。。。。 

※ 申込期限申込期限申込期限申込期限：：：：平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１１１１月月月月２２２２００００日日日日（（（（火火火火）））） 

                    資料資料資料資料１１１１のののの下段下段下段下段にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をををを明記明記明記明記のののの上上上上、、、、県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局までまでまでまで FAX、、、、郵郵郵郵送送送送、、、、 

            e-mail のいずれかでのいずれかでのいずれかでのいずれかで送付送付送付送付のことのことのことのこと。。。。 

                                                                 
※※※※（（（（３３３３））））剣道六剣道六剣道六剣道六・・・・七段受審者七段受審者七段受審者七段受審者講習会講習会講習会講習会についてについてについてについて                                                     資料資料資料資料 ２２２２ 

日日日日    時時時時：：：：    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年２２２２月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））受付受付受付受付    午前午前午前午前９９９９時時時時、、、、    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

場場場場    所所所所：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館  

  
※※※※（（（（４４４４））））剣道称号審査会剣道称号審査会剣道称号審査会剣道称号審査会についてについてについてについて                                                       別別別別     紙紙紙紙 

①①①①    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県剣道称号審査会剣道称号審査会剣道称号審査会剣道称号審査会についてについてについてについて                         

    日日日日    時時時時：：：：    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年２２２２月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日））））受付受付受付受付    午前午前午前午前９９９９時時時時、、、、    ９９９９時時時時３０３０３０３０分開会分開会分開会分開会 

場場場場    所所所所：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

②②②②    称号審査称号審査称号審査称号審査会会会会受審者講習会受審者講習会受審者講習会受審者講習会（（（（座学座学座学座学））））についてについてについてについて                     

日日日日    時時時時：：：：    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年２２２２月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日））））午後午後午後午後１１１１時時時時開始予定開始予定開始予定開始予定（（（（約約約約２２２２時間時間時間時間）））） 

場場場場    所所所所：：：：    県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室 

 
※※※※（（（（５５５５））））剣道形講習会剣道形講習会剣道形講習会剣道形講習会についてについてについてについて                                         資料資料資料資料 ３３３３ 

期期期期    日日日日：：：：    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年２２２２月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（土土土土））））受付受付受付受付    午前午前午前午前９９９９時時時時、、、、    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会    

                場場場場    所所所所：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館                                                                

            受講資格受講資格受講資格受講資格：：：：    剣道四段以上剣道四段以上剣道四段以上剣道四段以上    

                持参品持参品持参品持参品：：：：    剣道剣道剣道剣道着着着着・・・・袴袴袴袴・・・・木刀木刀木刀木刀・・・・垂垂垂垂のみのみのみのみ(所属所属所属所属・・・・名前入名前入名前入名前入りりりり)                                                 

                 
※※※※（（（（６６６６））））剣道剣道剣道剣道八段受審者八段受審者八段受審者八段受審者研修会研修会研修会研修会についてについてについてについて                                                                                                                        資料資料資料資料    ４４４４    

                期期期期    日日日日：：：：    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年２２２２月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（土土土土）））） 

                場場場場    所所所所：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館                                

    講講講講    師師師師：：：：    範範範範士士士士        有満有満有満有満    政政政政明明明明先生先生先生先生（（（（鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島））））    

範範範範士士士士        石石石石塚塚塚塚    美文先生美文先生美文先生美文先生（（（（大大大大    阪阪阪阪））））    
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    ※※※※（（（（３３３３）～（）～（）～（）～（６６６６））））参参参参加加加加料料料料、、、、受講料受講料受講料受講料のののの納納納納入方法入方法入方法入方法、、、、及及及及びびびび申込申込申込申込締切締切締切締切日日日日 

番番番番号号号号 行行行行事名事名事名事名 参参参参加加加加料料料料、、、、受講料受講料受講料受講料    申込申込申込申込締切締切締切締切日日日日・・・・方法方法方法方法 

(３３３３) 剣道六剣道六剣道六剣道六・・・・七段講習会七段講習会七段講習会七段講習会 
1,000 

（（（（弁当弁当弁当弁当 1000）））） 

１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（金金金金）））） 

郵送郵送郵送郵送にてにてにてにて事務局事務局事務局事務局

必着必着必着必着 

申込申込申込申込書書書書・・・・受講受講受講受講

料料料料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代とととともももも

現金書留現金書留現金書留現金書留にてにてにてにて 

(４４４４) 

①①①①剣道称号審査会剣道称号審査会剣道称号審査会剣道称号審査会 錬士錬士錬士錬士     8,000 

教士教士教士教士    12,000 
１１１１月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（金金金金））））

郵送郵送郵送郵送にてにてにてにて事務局事務局事務局事務局

必着必着必着必着 

所定所定所定所定のののの口口口口座座座座にににに

振振振振りりりり込込込込むむむむ 

②②②②座学座学座学座学のみのみのみのみ受受受受けるけるけるける方方方方 

    （（（（居合道居合道居合道居合道・・・・杖道杖道杖道杖道）））） 

   （（（（ 1,000）））） 

当当当当日日日日徴収徴収徴収徴収 

 

(５５５５) 
剣道形講習会剣道形講習会剣道形講習会剣道形講習会 

1,000 

（（（（弁当弁当弁当弁当 1000）））） 

１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（金金金金）））） 

郵送郵送郵送郵送にてにてにてにて事務局事務局事務局事務局

必着必着必着必着 

申込申込申込申込書書書書・・・・受講受講受講受講

料料料料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代とととともももも

現金書留現金書留現金書留現金書留にてにてにてにて 

    

(６６６６) 
剣道八段剣道八段剣道八段剣道八段研修会研修会研修会研修会 

1,000 

（（（（弁当弁当弁当弁当 1000）））） 

１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（金金金金）））） 

郵送郵送郵送郵送にてにてにてにて事務局事務局事務局事務局

必着必着必着必着 

申込申込申込申込書書書書・・・・受講受講受講受講

料料料料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代とととともももも

現金書留現金書留現金書留現金書留にてにてにてにて 

 

 

（（（（７７７７））））第第第第１１１１３３３３回回回回神奈川県剣道神奈川県剣道神奈川県剣道神奈川県剣道祭祭祭祭についてについてについてについて 

        日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））受付受付受付受付    ８８８８時時時時４５４５４５４５分分分分、、、、９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

        場場場場    所所所所：：：：県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

①①①① 参参参参加加加加者者者者にににに記記記記念念念念品品品品をををを贈贈贈贈るるるる。。。。  

②②②② 大会大会大会大会係員係員係員係員（（（（高高高高校校校校生生生生））））のののの派遣派遣派遣派遣はははは，，，，横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高高高高校校校校（（（（２４２４２４２４名名名名））））ににににおおおお願願願願いするいするいするいする。。。。 

 

（（（（８８８８））））剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会のののの結果結果結果結果についてについてについてについて         

①①①①    シニアフェシニアフェシニアフェシニアフェススススタタタタ２０１４２０１４２０１４２０１４剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会    参参参参加加加加申込申込申込申込２３６２３６２３６２３６名名名名    欠欠欠欠席席席席１５１５１５１５名名名名     

                        期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））    場場場場    所所所所：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館                         

                ＜＜＜＜入賞者入賞者入賞者入賞者＞＞＞＞                             

        種種種種    目目目目             優勝優勝優勝優勝                        凖優勝凖優勝凖優勝凖優勝                     第第第第 3 位位位位 

58 歳以上歳以上歳以上歳以上６５６５６５６５歳未満歳未満歳未満歳未満 成瀬英一成瀬英一成瀬英一成瀬英一（（（（    南南南南    ）））） 有銘政昭有銘政昭有銘政昭有銘政昭（（（（中中中中    区区区区）））） 
青木青木青木青木    陽陽陽陽（（（（横須賀横須賀横須賀横須賀））））

関根孝三関根孝三関根孝三関根孝三（（（（栄栄栄栄    区区区区）））） 

65 歳以上歳以上歳以上歳以上 70 歳未満歳未満歳未満歳未満 櫻井章央櫻井章央櫻井章央櫻井章央（（（（鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 久保正男久保正男久保正男久保正男（（（（鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 
伊藤暁光伊藤暁光伊藤暁光伊藤暁光（（（（海老名海老名海老名海老名））））

杉能均一杉能均一杉能均一杉能均一（（（（小田原小田原小田原小田原）））） 

70 歳以上歳以上歳以上歳以上 田辺忠奉田辺忠奉田辺忠奉田辺忠奉（（（（海老名海老名海老名海老名）））） 小林三郎小林三郎小林三郎小林三郎（（（（    南南南南    ）））） 
岡野泰隆岡野泰隆岡野泰隆岡野泰隆（（（（座座座座    間間間間））））

豊村義憲豊村義憲豊村義憲豊村義憲（（（（戸戸戸戸    塚塚塚塚）））） 
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＜＜＜＜敢闘敢闘敢闘敢闘賞賞賞賞＞＞＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

②②②② 第第第第６１６１６１６１回回回回神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県高等高等高等高等学校学校学校学校新新新新人剣道大会人剣道大会人剣道大会人剣道大会 

                    ＜＜＜＜女子個女子個女子個女子個人人人人＞＞＞＞ 

                １１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月）））） 

                伊勢原市伊勢原市伊勢原市伊勢原市総総総総合体育館合体育館合体育館合体育館 

＜＜＜＜男子個男子個男子個男子個人人人人＞＞＞＞ 

１１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日）））） 

秦秦秦秦野野野野総総総総合体育館合体育館合体育館合体育館 

優優優優    勝勝勝勝 木木木木村村村村日日日日向子向子向子向子（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学園学園学園学園）））） 伊伊伊伊藤藤藤藤    謙剛謙剛謙剛謙剛（（（（慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾）））） 

    二二二二    位位位位 久久久久原原原原    万季万季万季万季（（（（希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘丘丘丘）））） 井井井井出出出出    優優優優太太太太（（（（東海東海東海東海相模相模相模相模）））） 

    三三三三    位位位位 

         

喜友喜友喜友喜友名名名名未莉未莉未莉未莉（（（（大大大大 和和和和 東東東東）））） 

松松松松原原原原    真子真子真子真子（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学園学園学園学園）））） 

加納加納加納加納    誠也誠也誠也誠也（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学園学園学園学園））））    

竹竹竹竹ノノノノ内内内内 尚尚尚尚希希希希（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学園学園学園学園）））） 

     

五五五五    位位位位 

         

         

金井金井金井金井    美樹美樹美樹美樹（（（（金金金金        井井井井）））） 

花花花花木木木木乃絵里乃絵里乃絵里乃絵里（（（（東海東海東海東海相模相模相模相模）））） 

栗栗栗栗田田田田    芽依芽依芽依芽依（（（（荏荏荏荏        田田田田）））） 

水水水水上上上上    敦絵敦絵敦絵敦絵（（（（横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大）））） 

白白白白石石石石        慧慧慧慧（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学園学園学園学園）））） 

大山大山大山大山    勇勇勇勇希希希希（（（（桐光桐光桐光桐光学園学園学園学園）））） 

水口水口水口水口    聡真聡真聡真聡真（（（（鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園）））） 

影石影石影石影石    大大大大典典典典（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学園学園学園学園）））） 

（（（（９９９９））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度審査会年度審査会年度審査会年度審査会結果結果結果結果についてについてについてについて             

        ＜＜＜＜杖杖杖杖道道道道＞＞＞＞ 

            平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））愛知愛知愛知愛知県県県県    スカスカスカスカイホイホイホイホーーーールルルル豊豊豊豊田田田田 

        ＜＜＜＜七段七段七段七段＞＞＞＞ 

            山山山山口口口口    希希希希世子世子世子世子（（（（６１６１６１６１歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

        ＜＜＜＜六段六段六段六段＞＞＞＞ 

            石石石石田田田田    ゆゆゆゆきききき子子子子（（（（４３４３４３４３歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

            ジェジェジェジェーーーーンンンン    ススススタイルズタイルズタイルズタイルズ（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

            川川川川越越越越    和和和和子子子子（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・相模原相模原相模原相模原）））） 

            川川川川越越越越        津津津津（（（（５５５５９９９９歳歳歳歳・・・・相模原相模原相模原相模原）））） 

      鈴鈴鈴鈴木木木木    克彦克彦克彦克彦（（（（７６７６７６７６歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

 

        ＜＜＜＜剣道剣道剣道剣道＞＞＞＞ 

            平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））    名名名名古屋古屋古屋古屋市市市市枇杷島枇杷島枇杷島枇杷島スポーツスポーツスポーツスポーツセンタセンタセンタセンターーーー 

＜＜＜＜七段七段七段七段＞＞＞＞ 

    奥村奥村奥村奥村    健吾健吾健吾健吾（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・警警警警    察察察察））））         

    内藤内藤内藤内藤    定定定定雄雄雄雄（（（（５８５８５８５８歳歳歳歳・・・・南南南南足柄足柄足柄足柄）））） 

 

58 歳以上歳以上歳以上歳以上６５６５６５６５歳未満歳未満歳未満歳未満 
古坊忠彦古坊忠彦古坊忠彦古坊忠彦（（（（戸戸戸戸    塚塚塚塚）））） 

由井一夫由井一夫由井一夫由井一夫（（（（藤藤藤藤    沢沢沢沢））））    

石井敏之石井敏之石井敏之石井敏之（（（（中中中中    区区区区）））） 

山本武史山本武史山本武史山本武史（（（（中中中中    区区区区）））） 

65 歳以上歳以上歳以上歳以上 70 歳未満歳未満歳未満歳未満 
秀島勇治秀島勇治秀島勇治秀島勇治（（（（青青青青    葉葉葉葉））））

中根実雄中根実雄中根実雄中根実雄（（（（青青青青    葉葉葉葉）））） 

波田野志郎波田野志郎波田野志郎波田野志郎（（（（戸塚戸塚戸塚戸塚）））） 

加賀道茂加賀道茂加賀道茂加賀道茂（（（（川川川川    崎崎崎崎）））） 

70 歳以上歳以上歳以上歳以上  
細川正明細川正明細川正明細川正明（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎））））    

市成義治市成義治市成義治市成義治（（（（藤藤藤藤    沢沢沢沢）））） 

中嶋照雄中嶋照雄中嶋照雄中嶋照雄（（（（青青青青    葉葉葉葉）））） 

望月房雄望月房雄望月房雄望月房雄（（（（相模原相模原相模原相模原）））） 
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平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日））））    名名名名古屋古屋古屋古屋市市市市枇杷島枇杷島枇杷島枇杷島スポーツスポーツスポーツスポーツセンタセンタセンタセンターーーー 

＜＜＜＜六段六段六段六段＞＞＞＞ 

    芦澤芦澤芦澤芦澤    一也一也一也一也（（（（３６３６３６３６歳歳歳歳・・・・小田原小田原小田原小田原））））        早早早早川川川川    直直直直人人人人（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・伊勢原伊勢原伊勢原伊勢原）））） 

            安藤安藤安藤安藤        滋滋滋滋（（（（４４４４９９９９歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北））））        吉吉吉吉野野野野    敦子敦子敦子敦子（（（（４４４４９９９９歳歳歳歳・・・・綾綾綾綾    瀬瀬瀬瀬）））） 

            髙橋髙橋髙橋髙橋    佳久佳久佳久佳久（（（（５８５８５８５８歳歳歳歳・・・・平平平平    塚塚塚塚））））        木木木木村村村村    守男守男守男守男（（（（６４６４６４６４歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

             

＜＜＜＜居居居居合道合道合道合道＞＞＞＞ 

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））    江江江江戸川区戸川区戸川区戸川区スポーツスポーツスポーツスポーツセンタセンタセンタセンターーーー 

＜＜＜＜七段七段七段七段＞＞＞＞ 

    伊伊伊伊達達達達    芳行芳行芳行芳行（（（（６５６５６５６５歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））    尾尾尾尾田田田田        博博博博（（（（６７６７６７６７歳歳歳歳・・・・海老海老海老海老名名名名）））） 

    井井井井上上上上    和和和和夫夫夫夫（（（（７６７６７６７６歳歳歳歳・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎））））                                             

＜＜＜＜六段六段六段六段＞＞＞＞ 

    大大大大吉吉吉吉    和和和和之之之之（（（（４５４５４５４５歳歳歳歳・・・・小田原小田原小田原小田原））））    村村村村田田田田    弘美弘美弘美弘美（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎）））） 

    梅梅梅梅田田田田        天天天天（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・相模原相模原相模原相模原））））    綾綾綾綾部部部部    明明明明一一一一（（（（５８５８５８５８歳歳歳歳・・・・厚厚厚厚    木木木木）））） 

 

＜＜＜＜剣道剣道剣道剣道＞＞＞＞ 

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（火火火火））））日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

＜＜＜＜六段六段六段六段＞＞＞＞ 

小小小小森森森森    源彦源彦源彦源彦（（（（３１３１３１３１歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））            戸部戸部戸部戸部    理央理央理央理央（（（（３２３２３２３２歳歳歳歳・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎）））） 

大谷大谷大谷大谷        聡聡聡聡（（（（３３３３３３３３歳歳歳歳・・・・神奈川神奈川神奈川神奈川））））            森森森森川川川川        弦弦弦弦（（（（３３３３３３３３歳歳歳歳・・・・警警警警    察察察察）））） 

中中中中島島島島    一憲一憲一憲一憲（（（（３４３４３４３４歳歳歳歳・・・・保保保保土土土土ケケケケ谷谷谷谷））））        角角角角田田田田    隆也隆也隆也隆也（（（（３５３５３５３５歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

江江江江川川川川    友則友則友則友則（（（（３６３６３６３６歳歳歳歳・・・・南南南南足柄足柄足柄足柄））））            佐々佐々佐々佐々木木木木孝治孝治孝治孝治（（（（３７３７３７３７歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀））））    

栗栗栗栗田田田田    将洋将洋将洋将洋（（（（３８３８３８３８歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀））））            岩藤岩藤岩藤岩藤    竜也竜也竜也竜也（（（（３８３８３８３８歳歳歳歳・・・・青青青青    葉葉葉葉））））    

福福福福本本本本誠一郎誠一郎誠一郎誠一郎（（（（３８３８３８３８歳歳歳歳・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎））））            杉本杉本杉本杉本    竜郎竜郎竜郎竜郎（（（（４０４０４０４０歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

元島元島元島元島    智美智美智美智美（（（（４０４０４０４０歳歳歳歳・・・・鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉））））            佐藤佐藤佐藤佐藤    弘典弘典弘典弘典（（（（４０４０４０４０歳歳歳歳・・・・警警警警    察察察察）））） 

横横横横井井井井    康康康康秀秀秀秀（（（（４０４０４０４０歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北））））            坂口勝比古坂口勝比古坂口勝比古坂口勝比古（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・相模原相模原相模原相模原）））） 

早津早津早津早津    理理理理恵恵恵恵（（（（４２４２４２４２歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北））））            大木大木大木大木    健次健次健次健次（（（（４２４２４２４２歳歳歳歳・・・・平平平平    塚塚塚塚）））） 

立立立立迫迫迫迫    明明明明美美美美（（（（４３４３４３４３歳歳歳歳・・・・相模原相模原相模原相模原））））            青青青青木木木木    寛之寛之寛之寛之（（（（４３４３４３４３歳歳歳歳・・・・    旭旭旭旭    ）））） 

山崎山崎山崎山崎    紀紀紀紀和和和和（（（（４５４５４５４５歳歳歳歳・・・・瀬瀬瀬瀬    谷谷谷谷））））            山山山山﨑﨑﨑﨑    徹也徹也徹也徹也（（（（４６４６４６４６歳歳歳歳・・・・小田原小田原小田原小田原）））） 

福冨福冨福冨福冨    啓光啓光啓光啓光（（（（４６４６４６４６歳歳歳歳・・・・藤藤藤藤    沢沢沢沢））））            小小小小林林林林    孝光孝光孝光孝光（（（（４７４７４７４７歳歳歳歳・・・・    南南南南    ）））） 

小中小中小中小中    信幸信幸信幸信幸（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・相模原相模原相模原相模原））））            加藤加藤加藤加藤    晋弘晋弘晋弘晋弘（（（（５０５０５０５０歳歳歳歳・・・・海老海老海老海老名名名名）））） 

秋元秋元秋元秋元        周周周周（（（（５０５０５０５０歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））            渡橋渡橋渡橋渡橋    弘敏弘敏弘敏弘敏（（（（５０５０５０５０歳歳歳歳・・・・座座座座    間間間間）））） 

大大大大津津津津    裕一裕一裕一裕一（（（（５２５２５２５２歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））            風風風風間間間間    昭仁昭仁昭仁昭仁（（（（５４５４５４５４歳歳歳歳・・・・伊勢原伊勢原伊勢原伊勢原）））） 

根岸根岸根岸根岸        元元元元（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉））））            田田田田沼沼沼沼    徹也徹也徹也徹也（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

後後後後藤藤藤藤    恵一恵一恵一恵一（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・中中中中    郡郡郡郡））））            東久世通東久世通東久世通東久世通武武武武（（（（５６５６５６５６歳歳歳歳・・・・    緑緑緑緑    ）））） 

栗栗栗栗原原原原        浩浩浩浩（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・藤藤藤藤    沢沢沢沢））））            山山山山﨑﨑﨑﨑    二二二二郎郎郎郎（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・座座座座    間間間間））））                                                                                            

杉本杉本杉本杉本    正彦正彦正彦正彦（（（（６２６２６２６２歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀））））            野野野野々村々村々村々村    悟悟悟悟（（（（６５６５６５６５歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

堀内堀内堀内堀内    潤潤潤潤二二二二（（（（６７６７６７６７歳歳歳歳・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎））））            中中中中村村村村    順一順一順一順一（（（（６８６８６８６８歳歳歳歳・・・・鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 
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笠笠笠笠原原原原    博行博行博行博行（（（（６６６６９９９９歳歳歳歳・・・・瀬瀬瀬瀬    谷谷谷谷））））            相相相相沢沢沢沢    満夫満夫満夫満夫（（（（７０７０７０７０歳歳歳歳・・・・港港港港    南南南南）））） 

飯柴飯柴飯柴飯柴    廸久廸久廸久廸久（（（（７１７１７１７１歳歳歳歳・・・・    緑緑緑緑    ））））            上田上田上田上田    秀秀秀秀丸丸丸丸（（（（７１７１７１７１歳歳歳歳・・・・平平平平    塚塚塚塚）））） 

髙髙髙髙木木木木    信義信義信義信義（（（（７３７３７３７３歳歳歳歳・・・・青青青青    葉葉葉葉））））            木木木木内内内内    和和和和夫夫夫夫（（（（７５７５７５７５歳歳歳歳・・・・鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 

山山山山根根根根        薫薫薫薫（（（（８２８２８２８２歳歳歳歳・・・・    南南南南    ））））             

 

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（水水水水））））日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

＜＜＜＜七段七段七段七段＞＞＞＞ 

黒澤黒澤黒澤黒澤    辰矢辰矢辰矢辰矢（（（（３８３８３８３８歳歳歳歳・・・・警警警警    察察察察））））            鈴鈴鈴鈴木木木木    康文康文康文康文（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

舘舘舘舘岡岡岡岡    和和和和彦彦彦彦（（（（４４４４９９９９歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））            深深深深見見見見    裕裕裕裕二二二二（（（（４４４４９９９９歳歳歳歳・・・・海老海老海老海老名名名名）））） 

丸丸丸丸山山山山    知己知己知己知己（（（（５１５１５１５１歳歳歳歳・・・・瀬瀬瀬瀬    谷谷谷谷））））            玉玉玉玉置置置置    俊俊俊俊之之之之（（（（５１５１５１５１歳歳歳歳・・・・青青青青    葉葉葉葉）））） 

萩萩萩萩本本本本    健吾健吾健吾健吾（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・藤藤藤藤    沢沢沢沢））））            江江江江端端端端    広広広広樹樹樹樹（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎））））    

加藤美恵子加藤美恵子加藤美恵子加藤美恵子（（（（５６５６５６５６歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北））））            島島島島            要要要要（（（（５６５６５６５６歳歳歳歳・・・・港港港港    南南南南））））    

池池池池田田田田        稔稔稔稔（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））            佐生佐生佐生佐生    誠誠誠誠司司司司（（（（５８５８５８５８歳歳歳歳・・・・海老海老海老海老名名名名）））） 

秋秋秋秋山山山山    髙髙髙髙顕顕顕顕（（（（５５５５９９９９歳歳歳歳・・・・磯磯磯磯    子子子子））））            清宮清宮清宮清宮    弘康弘康弘康弘康（（（（５５５５９９９９歳歳歳歳・・・・金金金金    沢沢沢沢）））） 

中中中中村村村村    清清清清昭昭昭昭（（（（６０６０６０６０歳歳歳歳・・・・青青青青    葉葉葉葉））））            平平平平舘舘舘舘    光光光光明明明明（（（（６１６１６１６１歳歳歳歳・・・・平平平平    塚塚塚塚）））） 

濵濵濵濵﨑﨑﨑﨑    壽壽壽壽人人人人（（（（６３６３６３６３歳歳歳歳・・・・大大大大    和和和和））））            髙橋髙橋髙橋髙橋    憲憲憲憲二二二二（（（（６６６６６６６６歳歳歳歳・・・・平平平平    塚塚塚塚）））） 

志志志志村村村村    定定定定雄雄雄雄（（（（６６６６６６６６歳歳歳歳・・・・磯磯磯磯    子子子子））））            田田田田村村村村    悦悦悦悦生生生生（（（（７０７０７０７０歳歳歳歳・・・・    緑緑緑緑    ）））） 

大大大大久保久保久保久保    弘弘弘弘（（（（７３７３７３７３歳歳歳歳・・・・厚厚厚厚    木木木木））））            小小小小松松松松    正文正文正文正文（（（（７４７４７４７４歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

大大大大石石石石    正正正正巳巳巳巳（（（（７６７６７６７６歳歳歳歳・・・・海老海老海老海老名名名名））））             

 

（（（（１０１０１０１０））））１１１１月理事会月理事会月理事会月理事会・・・・新新新新年会年会年会年会についてについてについてについて 

                    日日日日    時時時時：：：：    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～ 

                    場場場場    所所所所：：：：    新新新新横浜横浜横浜横浜国際国際国際国際ホホホホテテテテルルルル 

                    新新新新年会年会年会年会：：：：    理事会理事会理事会理事会終終終終了後了後了後了後     

                    出席者出席者出席者出席者：：：：                名名名名（（（（内内内内招待招待招待招待者者者者        名名名名）））） 

 

                                        新新新新    年年年年    会会会会    次次次次    第第第第 

                １１１１．．．．開会開会開会開会のことばのことばのことばのことば 

２２２２．．．．会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 

３３３３．．．．平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    全全全全剣連剣連剣連剣連 剣道剣道剣道剣道有有有有功賞功賞功賞功賞のののの表彰表彰表彰表彰 

中中中中村村村村    藤雄藤雄藤雄藤雄    様様様様    （（（（金金金金    沢沢沢沢）））） 

大大大大久保文雄久保文雄久保文雄久保文雄    様様様様    （（（（港港港港    南南南南）））） 

        ４４４４．．．．全国全国全国全国大会優大会優大会優大会優勝勝勝勝者者者者にににに記記記記念念念念品贈呈品贈呈品贈呈品贈呈 

①①①①    第第第第６３６３６３６３回回回回全国全国全国全国青青青青年大会年大会年大会年大会「「「「剣道剣道剣道剣道男子男子男子男子」」」」 

期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～１１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日）））） 

                            場場場場    所所所所：：：：    東東東東京京京京武道館武道館武道館武道館 

                            監監監監    督督督督：：：：    宮宮宮宮崎崎崎崎    史史史史裕裕裕裕（（（（県県県県    警警警警）））） 
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        団体戦優勝団体戦優勝団体戦優勝団体戦優勝：：：：神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 

                                    大大大大    将将将将：：：：    平山平山平山平山    航大航大航大航大（（（（警警警警    察察察察））））     

副副副副    将将将将：：：：    村山村山村山村山        仁仁仁仁（（（（    〃〃〃〃    ））））         

中中中中    堅堅堅堅：：：：    霜越霜越霜越霜越        輝輝輝輝（（（（    〃〃〃〃    ））））     

次次次次    鋒鋒鋒鋒：：：：    島森島森島森島森    達也達也達也達也（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒：：：：    土居土居土居土居    健太健太健太健太（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

個人戦優勝個人戦優勝個人戦優勝個人戦優勝：：：：島森島森島森島森    達也達也達也達也    選手選手選手選手（（（（警警警警    察察察察）））） 

                      

                  ５５５５．．．．乾乾乾乾    杯杯杯杯 

                                -------------- 懇懇懇懇    親親親親    会会会会 --------------- 

                 ６６６６．．．．閉会閉会閉会閉会のことばのことばのことばのことば 

 

（（（（１１１１１１１１））））報告報告報告報告・・・・連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項 

①①①①  支部役員支部役員支部役員支部役員のののの一部変更一部変更一部変更一部変更についてについてについてについて                                                             

 

中   郡 （25） 
 

平成 26 年 11 月 20 日 
 

  
    

職 氏    名 〒 住         所 電    話 

会    長 井 上    登 259-0134 中郡二宮町一色 1313-16 
     0463-72-5519 

FAX        〃 

副 会 長 大 塚 哲 史 255-0004 中郡大磯町東小磯 153 
     0463-61-0533 

FAX        〃 

理 事 長 長 岡 俊 夫 259-0132 中郡二宮町緑が丘 2-1-8 
     0463-72-1146 

FAX        〃 

副理事長 山 岡 秀 一 259-0113 中郡大磯町石神台 1-20-7 
     0463-72-6205 

FAX        〃 

県 理 事 長 岡 俊 夫 259-0132 中郡二宮町緑が丘 2-1-8 
     0463-72-1146 

FAX        〃 

事務局長 西 山   勉 259-0112 中郡大磯町国府新宿 332-7 
     0463-73-2215 

FAX        〃 

 

②②②②     日本体育協会公認日本体育協会公認日本体育協会公認日本体育協会公認スポーツスポーツスポーツスポーツ指導員指導員指導員指導員（（（（剣道指導員剣道指導員剣道指導員剣道指導員））））のののの資格取得資格取得資格取得資格取得についてについてについてについて 

    資料資料資料資料 ５５５５ 

 

          ③③③③    第第第第１３１３１３１３回回回回    神奈川県剣道祭参加料神奈川県剣道祭参加料神奈川県剣道祭参加料神奈川県剣道祭参加料のののの納入納入納入納入についてについてについてについて 

対象者対象者対象者対象者：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））時点時点時点時点のののの参加者参加者参加者参加者 

※※※※    今後今後今後今後、、、、各種大会各種大会各種大会各種大会・・・・講習会等講習会等講習会等講習会等におけるにおけるにおけるにおける納入後納入後納入後納入後のののの参加料参加料参加料参加料はははは、、、、返金返金返金返金しないこととするしないこととするしないこととするしないこととする。。。。 

 

④④④④    「「「「少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞」」」」手拭手拭手拭手拭いいいい追加分追加分追加分追加分のののの配付配付配付配付についてについてについてについて 
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⑤⑤⑤⑤    平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館利用利用利用利用・・・・行行行行事予定事予定事予定事予定についてについてについてについて     

                    調整調整調整調整会議会議会議会議：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年２２２２月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

 

⑥⑥⑥⑥    平成平成平成平成２６２６２６２６年剣道年剣道年剣道年剣道一一一一般般般般合同合同合同合同稽稽稽稽古古古古会会会会・・・・女子女子女子女子合同合同合同合同稽稽稽稽古古古古会参会参会参会参加加加加状況状況状況状況についてについてについてについて 

資料資料資料資料 ６６６６ 

 

⑦⑦⑦⑦    事務局事務局事務局事務局のののの年年年年末末末末・・・・年始年始年始年始のののの休暇休暇休暇休暇についてについてについてについて    （（（（全全全全剣連剣連剣連剣連とととと同同同同じじじじ）））） 

      平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１２１２１２１２月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１１１１月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水）））） 

 

    ⑧⑧⑧⑧    １１１１月月月月のののの理事会理事会理事会理事会についてについてについてについて 

            議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人のののの当番当番当番当番はははは、、、、泉泉泉泉区支部区支部区支部区支部、、、、中中中中郡郡郡郡支部支部支部支部ですですですです。。。。 

 

 

 

 

 

４４４４．．．．そそそそのののの他他他他 

 

 

 

 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉        会会会会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


