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平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度     

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 支部事務局長会議支部事務局長会議支部事務局長会議支部事務局長会議     

平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年２２２２月月月月２３２３２３２３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 

役員役員役員役員・・・・支部支部支部支部事務局長等出席者事務局長等出席者事務局長等出席者事務局長等出席者         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 南港 南港 南港 南 区区区区支部支部支部支部                                         印印印印 

 

南足柄南足柄南足柄南足柄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．．．．    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 

             

３３３３．．．．    議議議議        題題題題 

 

（（（（１１１１））））事務事務事務事務・・・・行事等行事等行事等行事等のののの推進推進推進推進についてについてについてについて（（（（事務局長会議資料事務局長会議資料事務局長会議資料事務局長会議資料））））                    資資資資料料料料    １１１１ 

              ①①①① 理事会等理事会等理事会等理事会等のののの報告報告報告報告・・・・連絡連絡連絡連絡、、、、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                                 

                 ②②②② 会員登録申請書会員登録申請書会員登録申請書会員登録申請書・・・・年度会費年度会費年度会費年度会費・・・・一級登録料一級登録料一級登録料一級登録料・・・・一級登録申請一級登録申請一級登録申請一級登録申請のののの事務事務事務事務につにつにつについていていていて                                                

                ③③③③ 大会大会大会大会・・・・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     

    

（（（（２２２２））））剣道剣道剣道剣道（（（（級級級級・・・・段段段段・・・・称号称号称号称号））））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                                        資料資料資料資料    ２２２２    

 

（（（（３３３３））））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     

開催日開催日開催日開催日：：：：    ２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））受付受付受付受付９９９９：：：：００００００００、、、、９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００     

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 

    参加者参加者参加者参加者：：：：    １５１１５１１５１１５１名名名名 

    （（（（七段七段七段七段=    ３７３７３７３７名名名名、、、、六段六段六段六段=    ３８３８３８３８名名名名、、、、五段五段五段五段=    ４４４４２２２２名名名名、、、、四段四段四段四段＝＝＝＝    ３３３３４４４４名名名名）））） 

    

（（（（４４４４））））第第第第１１１１５５５５回回回回 神奈川県剣道祭神奈川県剣道祭神奈川県剣道祭神奈川県剣道祭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：：：： ３３３３月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日）））） 

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 

入入入入    館館館館：：：： 本部係本部係本部係本部係員員員員・・・・大会大会大会大会係員係員係員係員    ８８８８：：：：００００００００～～～～ 

受受受受    付付付付：：：：    五五五五・・・・六六六六段段段段        ８８８８：：：：４５４５４５４５～～～～    ９９９９：：：：３０３０３０３０    ＊＊＊＊参加者参加者参加者参加者にににに徹底徹底徹底徹底をををを 

         七七七七段段段段以上以上以上以上    １１１１００００：：：：３３３３００００～～～～１１１１１１１１：：：：３３３３００００        おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

              控控控控ええええ室室室室：：：：    男子男子男子男子＝＝＝＝柔道場柔道場柔道場柔道場        女子女子女子女子＝＝＝＝小道場小道場小道場小道場 
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参加者参加者参加者参加者：：：：    ８５６８５６８５６８５６名名名名（（（（昨年昨年昨年昨年８８８８１８１８１８１８名名名名）））） 

        五段五段五段五段：：：：２７２２７２２７２２７２名名名名（（（（２２２２６９６９６９６９））））六段六段六段六段：：：：２１９２１９２１９２１９名名名名（（（（２２２２１７１７１７１７）））） 

七段七段七段七段：：：：３２９３２９３２９３２９名名名名（（（（２２２２９４９４９４９４））））八段八段八段八段：：：：    ３６３６３６３６名名名名（（（（    ３３３３８８８８）））） 

                開会式開会式開会式開会式：：：：    ９９９９：：：：３０３０３０３０ 

表表表表    彰彰彰彰：：：：神奈川県剣道連盟功労者表彰神奈川県剣道連盟功労者表彰神奈川県剣道連盟功労者表彰神奈川県剣道連盟功労者表彰 

            根本根本根本根本        稠稠稠稠（（（（神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟監事監事監事監事）））） 

            吉野吉野吉野吉野    照雄照雄照雄照雄（（（（平塚市平塚市平塚市平塚市剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟会長会長会長会長）））） 

  丸田九州男丸田九州男丸田九州男丸田九州男（（（（瀬谷区瀬谷区瀬谷区瀬谷区剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟副会長副会長副会長副会長）））） 

    並木並木並木並木    幸一幸一幸一幸一（（（（元元元元南区南区南区南区剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟副会長副会長副会長副会長）））） 

    加藤圭伊子加藤圭伊子加藤圭伊子加藤圭伊子（（（（神奈川県立武道館剣道一般稽古助手神奈川県立武道館剣道一般稽古助手神奈川県立武道館剣道一般稽古助手神奈川県立武道館剣道一般稽古助手）））） 

演演演演    武武武武：：：：日本剣道形日本剣道形日本剣道形日本剣道形                                 

                                    打打打打太刀太刀太刀太刀        教士八段教士八段教士八段教士八段    山崎山崎山崎山崎    輝美輝美輝美輝美    先生先生先生先生 

仕太刀仕太刀仕太刀仕太刀        教士八段教士八段教士八段教士八段    石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦    先生先生先生先生 

                試合開始試合開始試合開始試合開始：：：：１０１０１０１０：：：：１５１５１５１５    予定予定予定予定 

＊＊＊＊ ８０８０８０８０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢高齢高齢高齢者者者者出場選手出場選手出場選手出場選手    １２１２１２１２名名名名    にににに記念品記念品記念品記念品をををを贈呈贈呈贈呈贈呈しますしますしますします。。。。 

該当者該当者該当者該当者にににに通通通通知知知知しししし、、、、試合試合試合試合がががが終了終了終了終了したしたしたした選手選手選手選手からからからから適宜適宜適宜適宜、、、、会長会長会長会長よりよりよりより記念品記念品記念品記念品をををを渡渡渡渡しししし

ますますますます。。。。 

 

（（（（５５５５））））東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習会東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習会東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習会東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習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２２２２９９９９年年年年３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月････祝祝祝祝））））    午前午前午前午前９９９９時開館時開館時開館時開館 

                場場場場    所所所所：：：：東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館 

                受講料受講料受講料受講料：：：：５５５５，，，，４００４００４００４００円円円円 

                申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年２２２２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））事務局長会議事務局長会議事務局長会議事務局長会議のののの日日日日までまでまでまで                                         

                                    申込書申込書申込書申込書、、、、受講料受講料受講料受講料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県剣連事務局県剣連事務局県剣連事務局までまでまでまで 

                ※※※※    １１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））にににに各支部宛各支部宛各支部宛各支部宛メールメールメールメール配信配信配信配信していますしていますしていますしています。。。。 

 

（（（（６６６６））））第第第第５５５５２２２２回東日本中央講習会回東日本中央講習会回東日本中央講習会回東日本中央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：：：：    ４４４４月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～４４４４月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日））））     

場場場場    所所所所：：：：    東京都東京都東京都東京都 

                 出席者出席者出席者出席者：：：：    小山小山小山小山  則夫則夫則夫則夫（（（（オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー）））） 

                                     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    史史史史裕裕裕裕             

 

（（（（７７７７））））平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度 県居合道県居合道県居合道県居合道・・・・杖道審査会日程杖道審査会日程杖道審査会日程杖道審査会日程についてについてについてについて     

                    ①①①①    居合道五段以下審査会居合道五段以下審査会居合道五段以下審査会居合道五段以下審査会        ４４４４月月月月    ２２２２日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                    ②②②②    杖杖杖杖    道五段以下審査会道五段以下審査会道五段以下審査会道五段以下審査会        ４４４４月月月月    ９９９９日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 
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（（（（８８８８））））平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度 中央講習会伝中央講習会伝中央講習会伝中央講習会伝達達達達講習会講習会講習会講習会（（（（地地地地区講習会区講習会区講習会区講習会））））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 

                ・・・・学校学校学校学校・・・・警察警察警察警察伝伝伝伝達達達達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月    ８８８８日日日日（（（（土土土土））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

・・・・湘湘湘湘南南南南地地地地区伝区伝区伝区伝達達達達講習会講習会講習会講習会        ４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日））））秩父秩父秩父秩父宮記念宮記念宮記念宮記念体育体育体育体育館武道場館武道場館武道場館武道場 

・・・・川崎川崎川崎川崎地地地地区伝区伝区伝区伝達達達達講習会講習会講習会講習会        ４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日））））多摩多摩多摩多摩スポスポスポス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 

・・・・横須賀地横須賀地横須賀地横須賀地区伝区伝区伝区伝達達達達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日））））三浦潮風三浦潮風三浦潮風三浦潮風アリアリアリアリーーーーナナナナ 

・・・・横浜地横浜地横浜地横浜地区伝区伝区伝区伝達達達達講習会講習会講習会講習会        ４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                ・・・・小田原小田原小田原小田原地地地地区伝区伝区伝区伝達達達達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（日日日日））））小田原小田原小田原小田原スポスポスポスポーーーーツツツツ会館会館会館会館 

・・・・相模相模相模相模原原原原地地地地区伝区伝区伝区伝達達達達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土････祝祝祝祝））））相模相模相模相模原市立原市立原市立原市立総総総総合合合合体育体育体育体育館館館館 

・・・・杖道伝杖道伝杖道伝杖道伝達達達達講習会講習会講習会講習会                ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））未未未未定定定定 

・・・・居合道伝居合道伝居合道伝居合道伝達達達達講習会講習会講習会講習会            ９９９９月月月月１１１１００００日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

 

（（（（９９９９））））第第第第６６６６５５５５回回回回 全全全全日本都道日本都道日本都道日本都道府府府府県県県県対抗対抗対抗対抗剣道大会県剣道大会県剣道大会県剣道大会県代代代代表表表表監監監監督督督督・・・・選手選手選手選手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：：：：    ４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土・・・・祝祝祝祝））））        於於於於：：：：    大大大大阪阪阪阪市市市市 

                    監監監監    督督督督    三宅三宅三宅三宅        一一一一 

                    大大大大    将将将将    宮崎宮崎宮崎宮崎    正正正正裕裕裕裕（（（（県県県県    警警警警））））                                   （（（（県県県県連推連推連推連推薦薦薦薦））））             

     副副副副    将将将将    田中田中田中田中    将将将将史史史史（（（（金金金金沢沢沢沢区区区区剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟））））         （（（（３５３５３５３５歳以上歳以上歳以上歳以上））））                     

                    三三三三    将将将将    勝見勝見勝見勝見    洋介洋介洋介洋介（（（（県県県県    警警警警））））                                   （（（（警察職警察職警察職警察職員員員員））））                         

                    中中中中    堅堅堅堅    高瀬高瀬高瀬高瀬    武武武武志志志志（（（（桐蔭横浜桐蔭横浜桐蔭横浜桐蔭横浜大大大大学学学学））））     （（（（教教教教職職職職員員員員・・・・学学学学剣連推剣連推剣連推剣連推薦薦薦薦））））     

                    五五五五    将将将将    下下下下鶴鶴鶴鶴    章章章章太太太太（（（（鶴見鶴見鶴見鶴見区区区区剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟）））） （（（（１８１８１８１８歳以上歳以上歳以上歳以上３５３５３５３５未満未満未満未満））））     

                    次次次次    峰峰峰峰    貝貝貝貝塚塚塚塚    泰紀泰紀泰紀泰紀（（（（日本日本日本日本体育体育体育体育大大大大学学学学）））） （（（（大大大大学学学学生生生生・・・・大大大大学学学学剣連推剣連推剣連推剣連推薦薦薦薦）））） 

                    先先先先    鋒鋒鋒鋒    森森森森山山山山    竜竜竜竜成成成成（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校））））   （（（（高高高高校校校校生生生生・・・・高高高高体体体体連推連推連推連推薦薦薦薦））））         

 

（（（（１０１０１０１０））））剣道四剣道四剣道四剣道四・・・・五段審査会五段審査会五段審査会五段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２９２９２９２９年年年年５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日）））） 

                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 

            集集集集合受付時合受付時合受付時合受付時間間間間：：：：    四段四段四段四段８８８８：：：：４５４５４５４５～～～～    ９９９９：：：：２０２０２０２０    五段五段五段五段１１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０ 

申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：    平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月７７７７日日日日（（（（金金金金））））剣道連盟事務局剣道連盟事務局剣道連盟事務局剣道連盟事務局必着必着必着必着 

            ※※※※    ２２２２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））にににに各支部各支部各支部各支部にメールにメールにメールにメール送送送送信信信信及及及及びホびホびホびホーーーームペムペムペムペーーーージジジジにににに掲載掲載掲載掲載 

 

（（（（１１１１１１１１））））第第第第３２３２３２３２回神奈川県道場回神奈川県道場回神奈川県道場回神奈川県道場少少少少年剣道大会年剣道大会年剣道大会年剣道大会     

                    兼兼兼兼    第第第第１０１０１０１０回小回小回小回小学学学学生生生生個個個個人人人人オーオーオーオープンプンプンプン剣道大会剣道大会剣道大会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：：：：平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））受付開始受付開始受付開始受付開始    ８８８８時時時時１５１５１５１５分分分分 

                                                                                開会式開会式開会式開会式        ９９９９時時時時１５１５１５１５分分分分 

                場場場場    所所所所：：：：鶴見鶴見鶴見鶴見大大大大学体育学体育学体育学体育館館館館 

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

        申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）））） 

                申込先申込先申込先申込先：：：：〒〒〒〒253-0082 茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市崎市崎市崎市香香香香川川川川６６６６－－－－６６６６－－－－４０４０４０４０ 

                                                        大会大会大会大会委委委委員長員長員長員長    亀井亀井亀井亀井    賢司賢司賢司賢司    宛宛宛宛 
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（（（（１１１１２２２２））））第第第第２６２６２６２６回回回回全国全国全国全国高高高高校校校校剣道選剣道選剣道選剣道選抜抜抜抜大会県大会県大会県大会県代代代代表選表選表選表選考考考考会会会会についてについてについてについて（（（（結果結果結果結果）））） 

＜＜＜＜男男男男子子子子団体団体団体団体＞＞＞＞ 

１１１１月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（土土土土）））） 

海老海老海老海老名名名名総総総総合合合合体育体育体育体育館館館館 

＜＜＜＜女女女女子子子子団体団体団体団体＞＞＞＞ 

１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日）））） 

秦秦秦秦野市野市野市野市総総総総合合合合体育体育体育体育館館館館 

優優優優    勝勝勝勝 桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校 桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校 

    二二二二    位位位位 東東東東海海海海大大大大学学学学付付付付属相模属相模属相模属相模高高高高校校校校 東東東東海海海海大大大大学学学学付付付付属相模属相模属相模属相模高高高高校校校校 

    三三三三    位位位位 

         

横浜商科横浜商科横浜商科横浜商科大大大大学学学学高高高高校校校校 

鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園高高高高校校校校 

県立県立県立県立希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘丘丘丘高高高高校校校校 

横浜商科横浜商科横浜商科横浜商科大大大大学学学学高高高高校校校校 

     

五五五五    位位位位 

         

         

慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾高高高高校校校校 

日本大日本大日本大日本大学学学学高高高高校校校校 

県立県立県立県立大大大大船船船船高高高高校校校校 

県立県立県立県立弥栄弥栄弥栄弥栄高高高高校校校校 

横浜創英横浜創英横浜創英横浜創英高高高高校校校校 

県立県立県立県立弥栄弥栄弥栄弥栄高高高高校校校校 

日本大日本大日本大日本大学学学学高高高高校校校校 

県立県立県立県立荏荏荏荏田高田高田高田高校校校校 

                    ・・・・男子男子男子男子優勝優勝優勝優勝のののの桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校はははは３３３３年連年連年連年連続続続続１１１１９９９９回回回回目目目目のののの優勝優勝優勝優勝 

                    ・・・・女子女子女子女子優勝優勝優勝優勝のののの桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校はははは２２２２年年年年ぶぶぶぶりりりり７７７７回回回回目目目目のののの優勝優勝優勝優勝 

                        優勝優勝優勝優勝の２の２の２の２校校校校はははは平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））・２８・２８・２８・２８日日日日（（（（火火火火））））にににに 

            愛愛愛愛知県知県知県知県春春春春日日日日井井井井市市市市でででで行行行行われるわれるわれるわれる全国全国全国全国選選選選抜抜抜抜大会大会大会大会にににに出場出場出場出場。。。。     

 

（（（（１１１１３３３３））））連連連連絡絡絡絡事事事事項項項項 

            ①①①① ３３３３月月月月のののの理理理理事会事会事会事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：：：：    ３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））午午午午後後後後６６６６時時時時～～～～    新横浜国際新横浜国際新横浜国際新横浜国際ホテホテホテホテルルルル 

                    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、、、、旭旭旭旭区区区区支部支部支部支部、、、、相模相模相模相模原市原市原市原市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 

            ①①①①平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度理理理理事会事会事会事会・・・・女子合女子合女子合女子合同同同同稽古稽古稽古稽古・・・・一般合一般合一般合一般合同同同同稽古稽古稽古稽古（（（（予定予定予定予定））））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 

             

②②②②平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度 年年年年間間間間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    ６６６６ 

 

③③③③支部役員名支部役員名支部役員名支部役員名簿簿簿簿（（（（平成平成平成平成２９・３０２９・３０２９・３０２９・３０年度年度年度年度    県連役員名県連役員名県連役員名県連役員名簿用簿用簿用簿用））））のののの 

            提提提提出出出出についてについてについてについて    （（（（提提提提出締切日出締切日出締切日出締切日：：：：平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月末末末末日日日日））））     資料資料資料資料    ７７７７ 

 

④④④④平成平成平成平成２９２９２９２９年度神奈川県剣道連盟行事予定表年度神奈川県剣道連盟行事予定表年度神奈川県剣道連盟行事予定表年度神奈川県剣道連盟行事予定表（（（（案案案案））））                     別別別別        紙紙紙紙 

 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉        会会会会     

 

 


