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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３３３３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６６６６月月月月１１１１２２２２日日日日（（（（木木木木）））） 

於於於於：：：：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 

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 

監監監監            事事事事                        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 

                                                                        中中中中  区区区区支部支部支部支部                                            印印印印 

                                                                        川崎川崎川崎川崎市市市市支支支支部部部部                                            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））））全剣連後援全剣連後援全剣連後援全剣連後援    指導法指導法指導法指導法・・・・審判法講習会審判法講習会審判法講習会審判法講習会についてについてについてについて                                             

開催日開催日開催日開催日：：：：        ６６６６月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（土土土土））））    受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分         

                    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：：：：        範士範士範士範士    梯梯梯梯        正治正治正治正治    先生先生先生先生 

                                            範士範士範士範士    豊村豊村豊村豊村    東盛東盛東盛東盛    先生先生先生先生 

                    地元講師地元講師地元講師地元講師：：：：    教士教士教士教士    笠村笠村笠村笠村    浩二浩二浩二浩二        教士教士教士教士    田島東海男田島東海男田島東海男田島東海男 

教士教士教士教士    澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢        教士教士教士教士    三宅三宅三宅三宅        一一一一 

                受講者受講者受講者受講者：：：：        １１１１９９９９７７７７名名名名 

             

（（（（２２２２））））剣道剣道剣道剣道（（（（七段七段七段七段・・・・六段六段六段六段））））審査関係審査関係審査関係審査関係についてについてについてについて                                             

          ８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））七段七段七段七段    ８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（日日日日））））六段六段六段六段（（（（岩手県岩手県岩手県岩手県・・・・花巻市花巻市花巻市花巻市）））） 

                ８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土））））七段七段七段七段    ８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日））））六段六段六段六段（（（（福岡県福岡県福岡県福岡県・・・・福岡市福岡市福岡市福岡市）））） 

            申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月）））） 

※ ６６６６月月月月    ５５５５日日日日(木木木木)にににに関係書類関係書類関係書類関係書類をををを各支部各支部各支部各支部にににに送付送付送付送付しましたしましたしましたしました。。。。 

             

（（（（３３３３））））    剣道剣道剣道剣道（（（（剣道形剣道形剣道形剣道形））））講習会講習会講習会講習会のののの開催開催開催開催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     

                開催日開催日開催日開催日：：：：    ８８８８月月月月３３３３００００日日日日（（（（土土土土））））受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分  

                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 

                参加資格参加資格参加資格参加資格：：：：神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟のののの会員会員会員会員でででで四段以上四段以上四段以上四段以上のののの者者者者 

                受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円                 

                申込申込申込申込締切日締切日締切日締切日：：：：  ７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））までにまでにまでにまでに申込書申込書申込書申込書・・・・受講料受講料受講料受講料をををを「「「「現金書留現金書留現金書留現金書留」」」」 
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にてにてにてにて県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局にににに必着必着必着必着でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

※ ・・・・［［［［垂垂垂垂］（］（］（］（支部名支部名支部名支部名、、、、氏名入氏名入氏名入氏名入りりりり名札名札名札名札））））をををを着用着用着用着用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

・・・・「「「「剣道手帳剣道手帳剣道手帳剣道手帳」」」」をごをごをごをご持参持参持参持参くださいくださいくださいください。。。。 

 

（（（（４４４４）））） 第第第第１１１１５５５５回回回回神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会 

            兼兼兼兼第第第第６６６６２２２２回回回回全日本全日本全日本全日本剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県予選会予選会予選会予選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                                    

期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月３３３３１１１１日日日日（（（（日日日日 ））））    受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分 

                会会会会    場場場場：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

参加料参加料参加料参加料：：：：    １１１１，，，，００００００００００００円円円円 

             申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））までにまでにまでにまでに申申申申込書込書込書込書・・・・参加料参加料参加料参加料をををを「「「「現金書留現金書留現金書留現金書留」」」」にてにてにてにて

県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局にににに必着必着必着必着でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

※ ８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日(金金金金)までにまでにまでにまでに欠欠欠欠場申出場申出場申出場申出のののの場合場合場合場合はははは、、、、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ますしますしますします 

  

（（（（５５５５））））神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会・・・・受審者講習会受審者講習会受審者講習会受審者講習会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて            別別別別        紙紙紙紙 

                期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９時時時時～～～～ 

                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 

            神奈川県剣道称号受神奈川県剣道称号受神奈川県剣道称号受神奈川県剣道称号受審審審審者講習会者講習会者講習会者講習会（（（（座学座学座学座学）））） 

期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土））））１３１３１３１３時時時時～～～～ 

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 

 

（（（（６６６６）））） 第第第第５５５５８８８８回県青少年剣道選手権大会回県青少年剣道選手権大会回県青少年剣道選手権大会回県青少年剣道選手権大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 

                開催日開催日開催日開催日：：：：    ９９９９月月月月７７７７日日日日（（（（日日日日））））    受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分  

                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 

                参加料参加料参加料参加料：：：：３３３３，，，，００００００００００００円円円円 

                申込申込申込申込締切日締切日締切日締切日：：：：    ７７７７月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに選手名簿選手名簿選手名簿選手名簿およびおよびおよびおよび参加料参加料参加料参加料をををを 

                                        「「「「現金書留現金書留現金書留現金書留」」」」にてにてにてにて県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局にににに必着必着必着必着でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 

（（（（７７７７））））各種大会出場選手各種大会出場選手各種大会出場選手各種大会出場選手についてについてについてについて             

①①①① 第第第第５５５５４４４４回回回回 関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会      

                     期期期期    日日日日：：：：    ７７７７月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前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：：：：    茨城茨城茨城茨城県県県県筑西筑西筑西筑西市市市市下館下館下館下館総合総合総合総合体育館体育館体育館体育館 

                     主主主主    催催催催：：：：    関東関東関東関東七県剣道協議会七県剣道協議会七県剣道協議会七県剣道協議会 

     監監監監    督督督督                    中島中島中島中島    治彦治彦治彦治彦（（（（常任理事常任理事常任理事常任理事）））） 

     選選選選    手手手手        大将大将大将大将    三宅三宅三宅三宅        一一一一（（（（    南南南南    ）））） 

                                         副将副将副将副将    辻辻辻辻山山山山    和良和良和良和良（（（（県県県県    警警警警）））） 

                                         三将三将三将三将    北条北条北条北条    忠臣忠臣忠臣忠臣（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         四将四将四将四将    横尾横尾横尾横尾        徹徹徹徹（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         五将五将五将五将    野村野村野村野村    洋介洋介洋介洋介（（（（    〃〃〃〃    ））））                 

                                         六将六将六将六将    早津早津早津早津    理恵理恵理恵理恵（（（（港港港港    北北北北）））） 
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                                         次鋒次鋒次鋒次鋒    元島元島元島元島    智美智美智美智美（（（（鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 

                                         先鋒先鋒先鋒先鋒    山口山口山口山口    美美美美紀紀紀紀（（（（綾綾綾綾    瀬瀬瀬瀬）））） 

 

②②②② 第第第第１３１３１３１３回回回回    【【【【おおおお通杯通杯通杯通杯】】】】宮宮宮宮本武本武本武本武蔵顕彰女子蔵顕彰女子蔵顕彰女子蔵顕彰女子剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会 

                期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日）））） 

                場場場場    所所所所：：：：岡山市岡山市岡山市岡山市    武武武武蔵蔵蔵蔵武道館武道館武道館武道館 

                監監監監    督督督督                塘塘塘塘地地地地    まままま代代代代 

            ＜＜＜＜１００１００１００１００歳歳歳歳以下以下以下以下のののの部部部部＞＞＞＞ 

                選選選選    手手手手        大将大将大将大将    稲葉稲葉稲葉稲葉    美美美美穂穂穂穂    （（（（川川川川  崎崎崎崎）））） 

                                    中中中中堅堅堅堅    山口山口山口山口    美美美美紀紀紀紀    （（（（綾綾綾綾    瀬瀬瀬瀬）））） 

                                    先鋒先鋒先鋒先鋒    荒谷荒谷荒谷荒谷    直子直子直子直子    （（（（港港港港    南南南南）））） 

 

＜＜＜＜１００１００１００１００歳歳歳歳以上以上以上以上のののの部部部部＞＞＞＞ 

                選選選選    手手手手        大将大将大将大将    山口山口山口山口    明子明子明子明子    （（（（綾綾綾綾    瀬瀬瀬瀬）））） 

                                    中中中中堅堅堅堅    千葉千葉千葉千葉    三三三三千子千子千子千子（（（（鎌鎌鎌鎌  倉倉倉倉）））） 

                                    先鋒先鋒先鋒先鋒    早津早津早津早津    理恵理恵理恵理恵    （（（（港港港港  北北北北）））） 

 

（（（（８８８８））））大会大会大会大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             

                ①①①① 第第第第６６６６１１１１回関東回関東回関東回関東高等高等高等高等学学学学校校校校剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会         

                        期期期期    日日日日：：：：    ６６６６月月月月６６６６（（（（金金金金）～）～）～）～８８８８日日日日（（（（日日日日）））） 

場場場場    所所所所：：：：    群馬群馬群馬群馬県県県県 ALSOKぐんぐんぐんぐんままままアリーナアリーナアリーナアリーナ     

＜＜＜＜男男男男子団子団子団子団体体体体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    安房安房安房安房（（（（千葉千葉千葉千葉））））４４４４－－－－１１１１市立川口市立川口市立川口市立川口(埼玉埼玉埼玉埼玉) 

                                                         

＜＜＜＜女子団女子団女子団女子団体体体体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園    ３３３３－－－－１１１１  守守守守        谷谷谷谷(茨城茨城茨城茨城) 

                             

＜＜＜＜男男男男子個子個子個子個人人人人＞＞＞＞    準優勝準優勝準優勝準優勝        米谷米谷米谷米谷    亮祐亮祐亮祐亮祐（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

                            三三三三    位位位位        伊藤伊藤伊藤伊藤    謙剛謙剛謙剛謙剛（（（（慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾）））） 

＜＜＜＜女子個女子個女子個女子個人人人人＞＞＞＞    準優勝準優勝準優勝準優勝        榎榎榎榎本本本本    響香響香響香響香（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

                            三三三三    位位位位        長長長長谷谷谷谷川理恵川理恵川理恵川理恵（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

                         ＜＜＜＜男男男男子優秀子優秀子優秀子優秀選手選手選手選手賞賞賞賞＞＞＞＞            米谷米谷米谷米谷    亮祐亮祐亮祐亮祐（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

＜＜＜＜女子優秀女子優秀女子優秀女子優秀選手選手選手選手賞賞賞賞＞＞＞＞            榎榎榎榎本本本本    響香響香響香響香（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

                                                田中田中田中田中    優希優希優希優希（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

 

（（（（９９９９））））審査会審査会審査会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                             

            ①①①①平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    前期前期前期前期    剣道剣道剣道剣道審査審査審査審査結果結果結果結果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 

             

②②②②居居居居合道六合道六合道六合道六・・・・七段審査会七段審査会七段審査会七段審査会 

        期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年６６６６月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））     

        場場場場    所所所所：：：：千葉千葉千葉千葉県県県県ポートアリーナポートアリーナポートアリーナポートアリーナ 



4 

 

                ・・・・七段合格者七段合格者七段合格者七段合格者        ３３３３名名名名 

矢田矢田矢田矢田    正正正正明明明明（（（（６６６６６６６６歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））    青木青木青木青木    昭昭昭昭一一一一（（（（６８６８６８６８歳歳歳歳・・・・小小小小田田田田原原原原）））） 

金金金金子子子子    慈渕慈渕慈渕慈渕（（（（７４７４７４７４歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

                ・・・・六段合格者六段合格者六段合格者六段合格者        ４４４４名名名名 

石堂虎太郎石堂虎太郎石堂虎太郎石堂虎太郎（（（（４０４０４０４０歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））  鈴鈴鈴鈴木木木木    健健健健二二二二（（（（４４４４３３３３歳歳歳歳・・・・小小小小田田田田原原原原）））） 

今今今今川川川川    英幸英幸英幸英幸（（（（５３５３５３５３歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））  畠畠畠畠        信代信代信代信代（（（（６２６２６２６２歳歳歳歳・・・・青青青青    葉葉葉葉）））） 

               

 

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

連連連連絡絡絡絡事事事事項項項項 

①①①①     クールビズクールビズクールビズクールビズのののの実施実施実施実施についてについてについてについて 

                実施実施実施実施期期期期間間間間：：：：        ６６６６月月月月～～～～９９９９月月月月 

                基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方：：：： 

                    神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟のののの行行行行事事事事においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、 

                                        上着上着上着上着ななななしししし、、、、半袖半袖半袖半袖ワイシャツワイシャツワイシャツワイシャツととととすすすするるるる。。。。 

 

                審判員審判員審判員審判員・・・・審査員審査員審査員審査員のののの服装服装服装服装 

                    上着上着上着上着不要不要不要不要    半袖半袖半袖半袖・・・・白白白白ワイシャツワイシャツワイシャツワイシャツ    ネクタイなネクタイなネクタイなネクタイなしししし 

                    そそそそのののの他他他他はははは規定規定規定規定のののの通通通通りりりり 

                役役役役員員員員････係員係員係員係員はははは、、、、審判員審判員審判員審判員のののの服装服装服装服装にににに準準準準ずるずるずるずる          

 

 

 

②②②②     次回理事会次回理事会次回理事会次回理事会のののの日日日日程程程程とととと暑気払暑気払暑気払暑気払いのいのいのいの開催開催開催開催についてについてについてについて 

        期期期期    日日日日：：：：    ７７７７月月月月１１１１７７７７日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時よりよりよりより理事会理事会理事会理事会     

場場場場    所所所所：：：：    新新新新横横横横浜国際浜国際浜国際浜国際ホテルホテルホテルホテル 

                                    理事会理事会理事会理事会終了終了終了終了後後後後、、、、暑気払暑気払暑気払暑気払いをいをいをいを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。 

                                    議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人はははは    南南南南区区区区支部支部支部支部、、、、横横横横須賀須賀須賀須賀支部支部支部支部ですですですです。。。。 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


