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平平平平成成成成２２２２８８８８年度年度年度年度 

第第第第４４４４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２２２２８８８８年年年年７７７７月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（木木木木）））） 

於於於於：：：：新横浜国際新横浜国際新横浜国際新横浜国際ホテルホテルホテルホテル 

理理理理    事事事事    数数数数                ６８６８６８６８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     

                                                                            磯子区磯子区磯子区磯子区支部支部支部支部                                                        印印印印 

 

                                                                            平塚平塚平塚平塚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２２２２８８８８年度年度年度年度「「「「少年剣道奨励賞少年剣道奨励賞少年剣道奨励賞少年剣道奨励賞」」」」候補候補候補候補推薦推薦推薦推薦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                 

            ・・・・推薦書推薦書推薦書推薦書のののの様式様式様式様式はははは、、、、メールでメールでメールでメールで支部担当者支部担当者支部担当者支部担当者にににに送付送付送付送付しますしますしますします。。。。 

推薦書推薦書推薦書推薦書のののの運営方針運営方針運営方針運営方針・・・・指導指導指導指導のののの内容内容内容内容はははは、、、、箇条書箇条書箇条書箇条書ににににしてしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。 

推薦理由欄推薦理由欄推薦理由欄推薦理由欄はははは各支部各支部各支部各支部としてのとしてのとしてのとしての推薦理由推薦理由推薦理由推薦理由をををを記入記入記入記入ししししてくださいてくださいてくださいてください。。。。 

・・・・提出期限提出期限提出期限提出期限はははは、、、、８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））までにメールでおまでにメールでおまでにメールでおまでにメールでお願願願願しますしますしますします（（（（必着必着必着必着）））） 

                        メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス    jimukyoku@kanagawa-kenren.com 

 

（（（（２２２２））））剣道審判法講習会剣道審判法講習会剣道審判法講習会剣道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：：：：７７７７月月月月１６１６１６１６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 

                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 

                講講講講  師師師師：：：： 佐藤佐藤佐藤佐藤    正二正二正二正二        田島東海男田島東海男田島東海男田島東海男        澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢        小山小山小山小山    則夫則夫則夫則夫 

        受講者受講者受講者受講者：：：： ４４４４段以上段以上段以上段以上        １７４１７４１７４１７４名名名名 

 

（（（（３３３３））））第第第第８８８８回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大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        ７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））        於於於於    日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 
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（（（（４４４４））））第第第第５５５５６６６６回関東七県対抗剣道大会回関東七県対抗剣道大会回関東七県対抗剣道大会回関東七県対抗剣道大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：：：：７７７７月月月月２２２２４４４４日日日日（（（（日日日日）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：神奈川県立武道館神奈川県立武道館神奈川県立武道館神奈川県立武道館 

                    監督監督監督監督・・・・選手選手選手選手    男子男子男子男子１２１２１２１２名名名名（（（（監督監督監督監督２２２２名名名名・・・・選手選手選手選手１０１０１０１０名名名名））））主管県主管県主管県主管県は２チームは２チームは２チームは２チーム 

                                            女子女子女子女子    ６６６６名名名名（（（（選手選手選手選手６６６６名名名名）））） 

                    審判員審判員審判員審判員            岡見岡見岡見岡見    浩明浩明浩明浩明        竹井竹井竹井竹井    浩司浩司浩司浩司        石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦 

                                            安藤安藤安藤安藤        守守守守        有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史        宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕         

 

（（（（５５５５））））第第第第３３３３９９９９回県剣道錬成大会回県剣道錬成大会回県剣道錬成大会回県剣道錬成大会・・・・神奈川県青少年武道神奈川県青少年武道神奈川県青少年武道神奈川県青少年武道（（（（剣道剣道剣道剣道））））錬成会錬成会錬成会錬成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                                            

                    開催日開催日開催日開催日：：：：    ８８８８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 

                    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 

                    参加団体数参加団体数参加団体数参加団体数：：：：７０７０７０７０チームチームチームチーム 

 

（（（（６６６６））））剣道六剣道六剣道六剣道六・・・・七段受審者講習会七段受審者講習会七段受審者講習会七段受審者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 

                    期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月１１１１００００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 

                    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 

                    受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円      弁当代弁当代弁当代弁当代（（（（希望者希望者希望者希望者））））：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円 

                    携行品携行品携行品携行品：：：：剣道剣道剣道剣道着着着着・・・・袴袴袴袴、、、、    剣道具剣道具剣道具剣道具 

                    締切日締切日締切日締切日：：：：８８８８月月月月２２２２６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 

                            申込書申込書申込書申込書・・・・受講料受講料受講料受講料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代ともともともとも現金書留現金書留現金書留現金書留等等等等にてにてにてにて県県県県剣剣剣剣連事務局必着連事務局必着連事務局必着連事務局必着 

 

（（（（７７７７））））第第第第１９１９１９１９回回回回剣道八段受審者剣道八段受審者剣道八段受審者剣道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    ３３３３                     

                    期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月２２２２４４４４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 

                    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 

                    講講講講    師師師師：：：：範士範士範士範士    大嶽大嶽大嶽大嶽    將文將文將文將文    先生先生先生先生（（（（愛愛愛愛    知知知知）））） 

                                    範範範範士士士士    牧瀬牧瀬牧瀬牧瀬    憲保憲保憲保憲保    先生先生先生先生（（（（福福福福    岡岡岡岡）））） 

                    受講料受講料受講料受講料：：：：３３３３，，，，００００００００００００円円円円        弁当代弁当代弁当代弁当代（（（（希望者希望者希望者希望者））））：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円 

締切日締切日締切日締切日：：：：８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金）））） 

申込書申込書申込書申込書・・・・受講料受講料受講料受講料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代ともともともとも現金書留現金書留現金書留現金書留等等等等にてにてにてにて県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着 

                     

（（（（８８８８））））第第第第３３３３１１１１回回回回県母子剣道大会県母子剣道大会県母子剣道大会県母子剣道大会・・・・県東西対抗剣道大会県東西対抗剣道大会県東西対抗剣道大会県東西対抗剣道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    ４４４４ 

期期期期    日日日日：：：：  １０１０１０１０月月月月１１１１００００日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） 

                ①①①① 母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会            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 

                ②②②② 東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会    １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分受付分受付分受付分受付    午後午後午後午後１１１１時開会時開会時開会時開会 

                    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 

                    係係係係    員員員員：：：：    県県県県下下下下１８１８１８１８支部支部支部支部よりよりよりより１１１１名名名名ずずずずつつつつ 

                締切日締切日締切日締切日：：：：①①①① 母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会        ②②②② 東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会    ともにともにともにともに 

９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））までまでまでまでにににに郵郵郵郵送送送送・・・・FＡＸＡＸＡＸＡＸ・メール・メール・メール・メール等等等等でででで事務局事務局事務局事務局必着必着必着必着ののののこここことととと 
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（（（（９９９９））））各各各各種種種種大会出場選手大会出場選手大会出場選手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６６６６６６６６回日回日回日回日光光光光剣道大会関東都県団体対抗優勝大会剣道大会関東都県団体対抗優勝大会剣道大会関東都県団体対抗優勝大会剣道大会関東都県団体対抗優勝大会についてについてについてについて                         

                期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    日日日日光光光光東東東東照照照照宮武宮武宮武宮武徳殿徳殿徳殿徳殿 

                監監監監    督督督督        教教教教士八段士八段士八段士八段        宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕（（（（警察警察警察警察職職職職員員員員）））） 

                選選選選    手手手手            大大大大    将将将将        髙鍋髙鍋髙鍋髙鍋        進進進進（（（（警察職警察職警察職警察職員員員員）））） 

                                        副副副副    将将将将        新馬場新馬場新馬場新馬場    裕裕裕裕（（（（会会会会社社社社員員員員））））         

中中中中    堅堅堅堅        浦浦浦浦川川川川伸一朗伸一朗伸一朗伸一朗（（（（警察官警察官警察官警察官）））） 

次次次次    鋒鋒鋒鋒        下鶴下鶴下鶴下鶴    章太章太章太章太（（（（会会会会社社社社員員員員）））） 

                                        先先先先    鋒鋒鋒鋒        石田石田石田石田    雄雄雄雄二二二二（（（（会会会会社社社社員員員員）））） 

 

②②②②    第第第第７７７７１１１１回国回国回国回国民民民民体体体体育育育育大会関東大会関東大会関東大会関東ブロックブロックブロックブロック大会剣道大会剣道大会剣道大会剣道競技競技競技競技についてについてについてについて     

                期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    山山山山梨梨梨梨県県県県甲甲甲甲府市府市府市府市    小瀬小瀬小瀬小瀬ススススポポポポーーーーツツツツ公園公園公園公園武道館武道館武道館武道館 

                                            総総総総監督監督監督監督        澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢 

                ＜＜＜＜成年女子成年女子成年女子成年女子＞＞＞＞    監監監監    督督督督        高橋高橋高橋高橋由由由由美美美美子子子子（（（（南南南南    区区区区）））） 

                                            先先先先    鋒鋒鋒鋒        松松松松本本本本    弥弥弥弥月月月月（（（（警警警警    察察察察）））） 

                                            中中中中    堅堅堅堅        稲葉稲葉稲葉稲葉    美穂美穂美穂美穂（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市）））） 

    大大大大    将将将将        千葉三千千葉三千千葉三千千葉三千子子子子（（（（鎌鎌鎌鎌 倉倉倉倉）））） 

                ＜＜＜＜少年男子少年男子少年男子少年男子＞＞＞＞    監監監監    督督督督        冨冨冨冨田田田田    隆幸隆幸隆幸隆幸（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校）））） 

                                            ココココーチーチーチーチ        小小小小林林林林    康介康介康介康介（（（（東海大東海大東海大東海大相模高校相模高校相模高校相模高校）））） 

                                            先先先先    鋒鋒鋒鋒        金子金子金子金子    航喜航喜航喜航喜（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校）））） 

                                            次次次次    鋒鋒鋒鋒        森森森森山山山山    竜竜竜竜成成成成（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校））））     

                        中中中中    堅堅堅堅        白須白須白須白須    鉄也鉄也鉄也鉄也（（（（東海大東海大東海大東海大相模高校相模高校相模高校相模高校）））） 

                      副副副副    将将将将        伊伊伊伊藤藤藤藤    勇太勇太勇太勇太（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校）））） 

                                            大大大大    将将将将        杉杉杉杉本本本本    航輝航輝航輝航輝（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校）））） 

                                            補補補補    欠欠欠欠        伊伊伊伊藤藤藤藤遊太郎遊太郎遊太郎遊太郎（（（（日本大日本大日本大日本大学高校学高校学高校学高校）））） 

                ＜＜＜＜少年女子少年女子少年女子少年女子＞＞＞＞    監監監監    督督督督        漆漆漆漆原原原原        潔潔潔潔（（（（横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高校高校高校高校）））） 

                                            ココココーチーチーチーチ        月岡月岡月岡月岡    陽輔陽輔陽輔陽輔（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒        苅苅苅苅部部部部    花亜花亜花亜花亜（（（（横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高校高校高校高校）））） 

                                            次次次次    鋒鋒鋒鋒        佐藤佐藤佐藤佐藤可可可可奈子奈子奈子奈子（（（（弥栄高校弥栄高校弥栄高校弥栄高校）））） 

中中中中    堅堅堅堅        北條北條北條北條    李華李華李華李華（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校）））） 

                                            副副副副    将将将将        今里今里今里今里    優優優優夏夏夏夏（（（（希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘高校丘高校丘高校丘高校）））） 

大大大大    将将将将        五十嵐美音五十嵐美音五十嵐美音五十嵐美音（（（（東海大東海大東海大東海大相模高校相模高校相模高校相模高校）））） 

補補補補    欠欠欠欠        榎榎榎榎本本本本    琴音琴音琴音琴音（（（（桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校）））） 

 

                                            審判員審判員審判員審判員        宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕        石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦        有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史 

                                            宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕        飛飛飛飛知和知和知和知和利利利利文文文文 
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※※※※    組合組合組合組合せせせせ抽抽抽抽選会選会選会選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        ７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木））））午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時～～～～         

                        場場場場    所所所所        ベベベベルルルルクラシッククラシッククラシッククラシック甲甲甲甲府府府府 

                        出席者出席者出席者出席者        有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史（（（（高高高高体連体連体連体連）、）、）、）、籾籾籾籾山山山山    孝孝孝孝明明明明（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長）））） 

 

③③③③    寛仁親王杯寛仁親王杯寛仁親王杯寛仁親王杯    第第第第１１１１６６６６回剣道八段選回剣道八段選回剣道八段選回剣道八段選抜抜抜抜大会大会大会大会     

                日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年９９９９月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後１１１１時時時時４５４５４５４５分開始分開始分開始分開始 

                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     

                審判員審判員審判員審判員：：：：伊伊伊伊藤藤藤藤    陽陽陽陽文文文文        篠篠篠篠塚塚塚塚    増穗増穗増穗増穗 

                選選選選    手手手手：：：：吉村吉村吉村吉村    哲夫哲夫哲夫哲夫        宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕        織口織口織口織口    剛次剛次剛次剛次 

 

（（（（１０１０１０１０））））剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会・・・・審審審審査査査査会会会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    第第第第６３６３６３６３回関東回関東回関東回関東高高高高等等等等学校学校学校学校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 

                期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））～～～～１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日）））） 

                会会会会    場場場場：：：：小田原小田原小田原小田原アアアアリリリリーーーーナナナナ 

                ＜＜＜＜男子団体男子団体男子団体男子団体戦戦戦戦＞＞＞＞        三三三三    位位位位    横浜横浜横浜横浜高校高校高校高校 

                ＜＜＜＜女子団体女子団体女子団体女子団体戦戦戦戦＞＞＞＞        準準準準優勝優勝優勝優勝    桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園 

                ＜＜＜＜男子男子男子男子個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞        三三三三    位位位位    伊伊伊伊藤藤藤藤    勇太勇太勇太勇太（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園）））） 

                ＜＜＜＜女子女子女子女子個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞        準準準準優勝優勝優勝優勝    北條北條北條北條    李華李華李華李華（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園）））） 

                ＜＜＜＜優優優優秀秀秀秀選手選手選手選手＞＞＞＞            西本西本西本西本    悠真悠真悠真悠真（（（（横浜横浜横浜横浜高校高校高校高校）））） 

                                                    今里今里今里今里    優優優優夏夏夏夏（（（（希望希望希望希望がががが丘高校丘高校丘高校丘高校）））） 

                                                    北條北條北條北條    李華李華李華李華（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園）））） 

                                                    五十嵐美音五十嵐美音五十嵐美音五十嵐美音（（（（東海大東海大東海大東海大相模相模相模相模）））） 

 

②②②②    居合居合居合居合道審道審道審道審査査査査会会会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     

                期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金）））） 

                会会会会    場場場場：：：：三重三重三重三重県立県立県立県立ゆめゆめゆめゆめドームドームドームドームうえうえうえうえのののの 

                七段七段七段七段        平平平平野野野野    義政義政義政義政（（（（３５３５３５３５歳歳歳歳・・・・川川川川崎崎崎崎市市市市））））    原田原田原田原田        渡渡渡渡（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・海海海海老老老老名名名名市市市市）））） 

                                中村中村中村中村    保夫保夫保夫保夫（（（（７９７９７９７９歳歳歳歳・・・・青青青青葉葉葉葉区区区区）））） 
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    ③③③③    第第第第６３６３６３６３回全国回全国回全国回全国高高高高等等等等学校総合学校総合学校総合学校総合体体体体育育育育大会県大会県大会県大会県予予予予選会選会選会選会（（（（団体団体団体団体戦戦戦戦）））） 

                期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））男子団体男子団体男子団体男子団体        場場場場    所所所所：：：：海海海海老老老老名市名市名市名市総合総合総合総合体体体体育育育育館館館館 

                                ６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））女子団体女子団体女子団体女子団体        場場場場    所所所所：：：：伊勢伊勢伊勢伊勢原市原市原市原市総合総合総合総合体体体体育育育育館館館館 

                            男子団体男子団体男子団体男子団体 女子団体女子団体女子団体女子団体 

優優優優    勝勝勝勝 桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校 東海大東海大東海大東海大相模高校相模高校相模高校相模高校 

２２２２    位位位位 東海大東海大東海大東海大相模高校相模高校相模高校相模高校 桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校 

３３３３    位位位位 日本大日本大日本大日本大学高校学高校学高校学高校 横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高校高校高校高校     

３３３３    位位位位 県立大県立大県立大県立大船高校船高校船高校船高校 県立希望県立希望県立希望県立希望ヶヶヶヶ丘高校丘高校丘高校丘高校 

 

５５５５    位位位位 

県立県立県立県立弥栄高校弥栄高校弥栄高校弥栄高校 

慶應義塾高校慶應義塾高校慶應義塾高校慶應義塾高校 

横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高校高校高校高校 

鎌倉学園高校鎌倉学園高校鎌倉学園高校鎌倉学園高校 

日本大日本大日本大日本大学高校学高校学高校学高校 

県立県立県立県立荏荏荏荏田田田田高校高校高校高校 

県立県立県立県立弥栄高校弥栄高校弥栄高校弥栄高校 

県立県立県立県立鎌倉高校鎌倉高校鎌倉高校鎌倉高校                

桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園（（（（男子男子男子男子））））は３は３は３は３年年年年ぶり１９ぶり１９ぶり１９ぶり１９回目回目回目回目のののの優勝優勝優勝優勝、、、、 

                            東海大相模東海大相模東海大相模東海大相模（（（（女子女子女子女子））））は４は４は４は４年年年年ぶり１６ぶり１６ぶり１６ぶり１６回目回目回目回目のののの優勝優勝優勝優勝 

    男女男女男女男女ともともともとも優勝校優勝校優勝校優勝校は８は８は８は８月月月月２２２２日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～５５５５日日日日（（（（金金金金））））岡山市岡山市岡山市岡山市でででで行行行行われるわれるわれるわれる全国高等学校総合体育全国高等学校総合体育全国高等学校総合体育全国高等学校総合体育

大会大会大会大会にににに出場出場出場出場しますしますしますします。。。。     

 

④④④④    第第第第４５４５４５４５回神奈川県回神奈川県回神奈川県回神奈川県中学校中学校中学校中学校選選選選抜抜抜抜剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会         

                日日日日    時時時時：：：：    ７７７７月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））         

場場場場    所所所所：：：：    大和大和大和大和ススススポポポポーーーーツセンタツセンタツセンタツセンターーーー 

 男子団体男子団体男子団体男子団体 男子個人男子個人男子個人男子個人 女子団体女子団体女子団体女子団体 女子個人女子個人女子個人女子個人 

優優優優    勝勝勝勝 横浜中横浜中横浜中横浜中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 小川夢希也小川夢希也小川夢希也小川夢希也（（（（戸塚中戸塚中戸塚中戸塚中）））） 潮田中潮田中潮田中潮田中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 杉本咲妃杉本咲妃杉本咲妃杉本咲妃（（（（潮田中潮田中潮田中潮田中）））） 

準優勝準優勝準優勝準優勝 保土保土保土保土ケケケケ谷中谷中谷中谷中（（（（横浜横浜横浜横浜）））） 飯嶋紘輝飯嶋紘輝飯嶋紘輝飯嶋紘輝（（（（潮田中潮田中潮田中潮田中）））） 六角橋中六角橋中六角橋中六角橋中（（（（横浜横浜横浜横浜）））） 飯田実佑飯田実佑飯田実佑飯田実佑（（（（浜岳中浜岳中浜岳中浜岳中）））） 

 

三三三三    位位位位 

戸塚中戸塚中戸塚中戸塚中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 三崎城政三崎城政三崎城政三崎城政（（（（潮田中潮田中潮田中潮田中）））） 都田中都田中都田中都田中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 北川知佳北川知佳北川知佳北川知佳 （（（（富士見中富士見中富士見中富士見中）））） 

潮田中潮田中潮田中潮田中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 武石和輝武石和輝武石和輝武石和輝（（（（旭旭旭旭    中中中中）））） 戸塚中戸塚中戸塚中戸塚中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 井上井上井上井上    凛凛凛凛 （（（（旭旭旭旭    中中中中）））） 

   優勝男優勝男優勝男優勝男・・・・女団体女団体女団体女団体、、、、個人男個人男個人男個人男・・・・女女女女１１１１位位位位、、、、２２２２位位位位は８は８は８は８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日）））） 

            長野市長野市長野市長野市でででで開催開催開催開催されるされるされるされる第第第第４６４６４６４６回全国中学校剣道大会回全国中学校剣道大会回全国中学校剣道大会回全国中学校剣道大会にににに出場出場出場出場しますしますしますします。。。。 
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（（（（１１１１１１１１））））そそそそのののの他他他他 

①①①①    級位証級位証級位証級位証書書書書・・・・一級証一級証一級証一級証書書書書のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて 

 

②②②②    暑気払暑気払暑気払暑気払いについていについていについていについて 

                            日日日日    時時時時：：：：    ７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時からからからからのののの理事会理事会理事会理事会終了後終了後終了後終了後 

                            場場場場    所所所所：：：：    新横浜国際新横浜国際新横浜国際新横浜国際ホテルホテルホテルホテル    ２２２２階階階階    「「「「クリクリクリクリステステステスティィィィ」」」」 

                                         ・・・・暑気払暑気払暑気払暑気払いいいい参加参加参加参加予定予定予定予定者者者者        １９１９１９１９２２２２名名名名     

 

③③③③    県剣連会県剣連会県剣連会県剣連会報報報報第第第第１７１７１７１７号号号号のののの発発発発行行行行についてについてについてについて 

                            発発発発行日行日行日行日：：：：    ７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水）））） 

                            発発発発行部数行部数行部数行部数：：：：    ３３３３千千千千部部部部 

                            会会会会報規格報規格報規格報規格：：：：    ＢＢＢＢ５５５５版白黒刷版白黒刷版白黒刷版白黒刷りりりり    １８１８１８１８頁頁頁頁 

 

④④④④    事務局事務局事務局事務局のののの夏季休暇夏季休暇夏季休暇夏季休暇についてについてについてについて 

８８８８月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））～～～～８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（火火火火）））） 

 

※ 次次次次回回回回のののの理事会理事会理事会理事会はははは    ９９９９月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

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    金金金金沢沢沢沢区支部区支部区支部区支部、、、、鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉支部支部支部支部ですですですです。。。。 

 

 

４４４４．．．．閉閉閉閉        会会会会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


