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平成平成平成平成３０３０３０３０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（（（（支部長会議支部長会議支部長会議支部長会議）））） 

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１４１４１４１４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                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 

                                                            港北区港北区港北区港北区支部支部支部支部                                                        印印印印 

 

                                                            鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉支部支部支部支部                                                        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））））自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介（（（（昨年昨年昨年昨年のののの支部長会議以後変更支部長会議以後変更支部長会議以後変更支部長会議以後変更のあったのあったのあったのあった支部支部支部支部））））  

 

（（（（２２２２））））各支部各支部各支部各支部におけるにおけるにおけるにおける指導指導指導指導ののののありありありあり方方方方についてについてについてについて                              

 

（（（（３３３３））））平成平成平成平成３０３０３０３０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」」」」候補推薦候補推薦候補推薦候補推薦についてについてについてについて                                     

            ・・・・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、、、、6 月月月月 14 日日日日（（（（木木木木））））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済送付済送付済送付済みですみですみですみです。。。。 

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してくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。 

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てくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

提出提出提出提出のののの際際際際、、、、推薦要件推薦要件推薦要件推薦要件をををを満満満満たしているかたしているかたしているかたしているか確認確認確認確認をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

・・・・提出期限提出期限提出期限提出期限：：：：８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））    提出提出提出提出ははははメールでおメールでおメールでお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 

 
（（（（４４４４））））全剣連後援全剣連後援全剣連後援全剣連後援    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１１１１６６６６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    氏家氏家氏家氏家    道男道男道男道男    先生先生先生先生 

                                 教教教教士士士士    山﨑山﨑山﨑山﨑        尚尚尚尚    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    小山小山小山小山    則夫則夫則夫則夫        教士教士教士教士    竹井竹井竹井竹井    浩司浩司浩司浩司         

         受講者受講者受講者受講者：：：：    １１１１１４１４１４１４名名名名 
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（（（（５５５５））））第第第第２３２３２３２３回剣道八段受審者研修会回剣道八段受審者研修会回剣道八段受審者研修会回剣道八段受審者研修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：：：：８８８８月月月月１８１８１８１８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 

                申込締切申込締切申込締切申込締切日日日日：：：：７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））    現金書留等現金書留等現金書留等現金書留等でででで県連事務局必着県連事務局必着県連事務局必着県連事務局必着 

 

（（（（６６６６））））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１１１１８８８８日日日日（（（（土土土土））））七段七段七段七段    ８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））六段六段六段六段（（（（青森青森青森青森県県県県・・・・青森青森青森青森市市市市）））） 

                ８８８８月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（土土土土））））七段七段七段七段    ８８８８月月月月２２２２６６６６日日日日（（（（日日日日））））六段六段六段六段（（（（福岡福岡福岡福岡県県県県・・・・福岡福岡福岡福岡市市市市）））） 

            申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：７７７７月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））    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 

        ※６※６※６※６月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））にににに県連県連県連県連ＨＰＨＰＨＰＨＰにににに掲載掲載掲載掲載しししし各事務局長宛各事務局長宛各事務局長宛各事務局長宛メールメールメールメール配信配信配信配信しましたしましたしましたしました。。。。 

 

（（（（７７７７）））） 第第第第６２６２６２６２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    １１１１ 

             開催日開催日開催日開催日：：：：９９９９月月月月２２２２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：：：：３３３３，，，，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：：：：７７７７月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（水水水水））））    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等等等等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））））神奈川県剣道称号審査会受審者講習会神奈川県剣道称号審査会受審者講習会神奈川県剣道称号審査会受審者講習会神奈川県剣道称号審査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             

                開催日開催日開催日開催日：：：：９９９９月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９時時時時集合集合集合集合 

                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 

 

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

開催日開催日開催日開催日：：：：９９９９月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））１３１３１３１３時時時時開始予定開始予定開始予定開始予定 

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 

 

                申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：８８８８月月月月１１１１００００日日日日（（（（金金金金））））県連事務局必着県連事務局必着県連事務局必着県連事務局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。。。。 

        ※６※６※６※６月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））にににに県連県連県連県連ＨＰＨＰＨＰＨＰにににに掲載掲載掲載掲載しししし各事各事各事各事務局長宛務局長宛務局長宛務局長宛メールメールメールメール配信配信配信配信しましたしましたしましたしました。。。。 

 

（（（（９９９９）））） 第第第第６６６６６６６６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                                    

開催日開催日開催日開催日：：：：９９９９月月月月９９９９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日日日日：：：：８８８８月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水））））    申込書申込書申込書申込書・・・・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等等等等にてにてにてにて県連県連県連県連

事務局事務局事務局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。。。。 
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（（（（１０１０１０１０））））    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    ３３３３     

                開催日開催日開催日開催日：：：：９９９９月月月月１５１５１５１５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 

                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 

                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                 

                申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：８８８８月月月月２２２２４４４４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をををを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連県連県連県連

事務局事務局事務局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））））をををを着着着着用用用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。。。。 

・・・・「「「「剣道手剣道手剣道手剣道手帳帳帳帳」」」」ををををごごごご持持持持参参参参くださいくださいくださいください。。。。 

 

（（（（１１１１１１１１））））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１０１０１０１０回全日本回全日本回全日本回全日本都都都都道道道道府府府府県県県県対抗女子対抗女子対抗女子対抗女子剣道剣道剣道剣道優勝優勝優勝優勝大会大会大会大会 

開催日開催日開催日開催日：：：：７７７７月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（土土土土））））        会会会会    場場場場：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

                              監監監監督督督督    高橋高橋高橋高橋由由由由美子美子美子美子（（（（南南南南    区区区区））））     

大大大大将将将将    千葉三千子千葉三千子千葉三千子千葉三千子（（（（鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 

副将副将副将副将    谷嶋谷嶋谷嶋谷嶋めぐめぐめぐめぐみみみみ（（（（海老海老海老海老名名名名市市市市）））） 

中堅中堅中堅中堅    松松松松本本本本    弥弥弥弥月月月月（（（（警警警警    察察察察）））） 

次鋒次鋒次鋒次鋒    有働有働有働有働日日日日向子向子向子向子（（（（國學院國學院國學院國學院大学大学大学大学４４４４年生年生年生年生）））） 

先先先先鋒鋒鋒鋒    渡渡渡渡部日部日部日部日向子向子向子向子（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園高校高校高校高校３３３３年生年生年生年生）））） 

 

②②②②  第第第第５５５５８８８８回回回回 関関関関東東東東七県七県七県七県対抗対抗対抗対抗剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会      

                    開催日開催日開催日開催日：：：：７７７７月月月月２２２２２２２２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                     

                    会会会会    場場場場：：：：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武道館武道館武道館武道館 

                    主主主主    催催催催：：：：関関関関東東東東七県剣道七県剣道七県剣道七県剣道協協協協議会議会議会議会 

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

    選選選選    手手手手    大大大大将将将将    宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕（（（（警警警警    察察察察）））） 

                                  副将副将副将副将    三崎三崎三崎三崎    恭裕恭裕恭裕恭裕（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                  三将三将三将三将    松松松松本本本本    勝勝勝勝範範範範（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                  四四四四将将将将    宮宮宮宮本本本本    大大大大幹幹幹幹（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                  五将五将五将五将    田中田中田中田中    晃晃晃晃司司司司（（（（    〃〃〃〃    ））））                 

                                  六六六六将将将将    黒澤黒澤黒澤黒澤    幸恵幸恵幸恵幸恵（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                  次鋒次鋒次鋒次鋒    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）））） 

                                  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）））） 
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            ③③③③    第第第第１３１３１３１３回全日本回全日本回全日本回全日本都都都都道道道道府府府府県県県県対抗対抗対抗対抗少年剣道少年剣道少年剣道少年剣道優勝優勝優勝優勝大会大会大会大会 

          開催日開催日開催日開催日：：：：９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：大大大大阪府舞洲阪府舞洲阪府舞洲阪府舞洲アアアアリリリリーーーーナナナナ 

                                監監監監    督督督督        萩原純二郎萩原純二郎萩原純二郎萩原純二郎 （（（（斉斉斉斉 信 館 剣信 館 剣信 館 剣信 館 剣 友友友友 会会会会) 

                                ココココーーーーチチチチ        茅茅茅茅        弘秋弘秋弘秋弘秋 （（（（光光光光 武 館 道武 館 道武 館 道武 館 道 場場場場）））） 

                                選選選選    手手手手        岡岡岡岡田寛太郎田寛太郎田寛太郎田寛太郎 （（（（光光光光 武 館 道武 館 道武 館 道武 館 道 場場場場）））） （（（（小学小学小学小学６６６６年年年年）））） 

                                                    北北北北垣垣垣垣    圭悟圭悟圭悟圭悟 （（（（久 里 浜久 里 浜久 里 浜久 里 浜 剣剣剣剣 友友友友 会会会会）））） （（（（小学小学小学小学６６６６年年年年）））） 

                                                    村松村松村松村松    和哉和哉和哉和哉 （（（（斉斉斉斉 信 館 剣信 館 剣信 館 剣信 館 剣 友友友友 会会会会）））） （（（（小学小学小学小学６６６６年年年年）））） 

                                                    石石石石川川川川    寛寛寛寛人人人人 （（（（斉斉斉斉 信 館 剣信 館 剣信 館 剣信 館 剣 友友友友 会会会会）））） （（（（小学小学小学小学６６６６年年年年）））） 

                                                    岸岸岸岸        英汰英汰英汰英汰 （（（（横浜三横浜三横浜三横浜三ツツツツ境境境境剣剣剣剣友友友友会会会会）））） （（（（小学小学小学小学６６６６年年年年）））） 

             ※※※※    選手選手選手選手ののののオオオオーーーーダダダダーはーはーはーは、、、、決決決決定定定定してしてしてしていまいまいまいませんせんせんせん。。。。 

 

④④④④    第第第第７７７７３３３３回回回回国民体育国民体育国民体育国民体育大会剣道大会剣道大会剣道大会剣道競技競技競技競技 

神奈川県成年男神奈川県成年男神奈川県成年男神奈川県成年男女女女女監監監監督督督督・・・・ココココーーーーチチチチ・・・・選手選手選手選手 

                    ・・・・総総総総監監監監督督督督        ：：：：三宅三宅三宅三宅        一一一一  

                    ・・・・監監監監督兼督兼督兼督兼大大大大将将将将：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕 

・・・・監監監監督兼督兼督兼督兼大大大大将将将将：：：：黒澤黒澤黒澤黒澤    幸恵幸恵幸恵幸恵  

                    ・・・・ココココーーーーチチチチ        ：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕 

＜＜＜＜成年男成年男成年男成年男子子子子＞＞＞＞                                年年年年齢基準齢基準齢基準齢基準：：：：男男男男女女女女ととととももももＨＨＨＨ３０３０３０３０．．．．４４４４．．．．１１１１ 

                    ・・・・先先先先    鋒鋒鋒鋒：：：：田中田中田中田中    晃晃晃晃司司司司    （（（（警警警警    察察察察    ２２２２１１１１歳歳歳歳））））  

                    ・・・・次次次次    鋒鋒鋒鋒：：：：宮宮宮宮本本本本    大大大大幹幹幹幹    （（（（警警警警    察察察察    ２２２２６６６６歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・中中中中    堅堅堅堅：：：：松松松松本本本本    勝勝勝勝範範範範    （（（（警警警警    察察察察    ３５３５３５３５歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・副副副副    将将将将：：：：三崎三崎三崎三崎    恭裕恭裕恭裕恭裕    （（（（警警警警    察察察察    ４４４４７７７７歳歳歳歳））））     

                    ・・・・大大大大    将将将将：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕    （（（（警警警警    察察察察    ５５５５５５５５歳歳歳歳）））） 

＜＜＜＜成年成年成年成年女子女子女子女子＞＞＞＞ 

                    ・・・・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    ２２２２５５５５歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・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    ３３３３２２２２歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・大大大大    将将将将：：：：黒澤黒澤黒澤黒澤    幸恵幸恵幸恵幸恵    （（（（警警警警    察察察察    ４４４４３３３３歳歳歳歳）））） 

 

⑤⑤⑤⑤    第第第第６０６０６０６０回全回全回全回全国国国国教教教教職職職職員剣道大会員剣道大会員剣道大会員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：：：：８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（金金金金））））会会会会    場場場場：：：：大大大大阪府岸和田阪府岸和田阪府岸和田阪府岸和田市市市市    派遣派遣派遣派遣者者者者：：：：８８８８名名名名 

                                監監監監督督督督    飛知和利文飛知和利文飛知和利文飛知和利文（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立橋橋橋橋本本本本高高高高等学等学等学等学校校校校）））） 

                団団団団    体体体体    大大大大将将将将    中田中田中田中田    圭圭圭圭介介介介（（（（神奈川県立大神奈川県立大神奈川県立大神奈川県立大船高船高船高船高等学等学等学等学校校校校）））） 

                                副将副将副将副将    加加加加藤藤藤藤    公一公一公一公一（（（（横浜高横浜高横浜高横浜高等学等学等学等学校校校校）））） 

                                中堅中堅中堅中堅    朝比朝比朝比朝比奈奈奈奈一一一一生生生生（（（（神奈川県立希望神奈川県立希望神奈川県立希望神奈川県立希望ヶヶヶヶ丘高丘高丘高丘高等学等学等学等学校校校校）））） 

                                次鋒次鋒次鋒次鋒    大大大大谷谷谷谷        聡聡聡聡（（（（横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立いいいいずずずずみみみみ野中野中野中野中学学学学校校校校）））） 

                                先先先先鋒鋒鋒鋒    梅澤梅澤梅澤梅澤    直樹直樹直樹直樹（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立相模原総相模原総相模原総相模原総合合合合高高高高等学等学等学等学校校校校）））） 

                個個個個    人人人人    男男男男子子子子のののの部部部部        藤林藤林藤林藤林    修平修平修平修平（（（（相模原相模原相模原相模原市立市立市立市立田田田田名名名名中中中中学学学学校校校校）））） 

                                女子女子女子女子のののの部部部部        荒谷荒谷荒谷荒谷    直子直子直子直子（（（（湘南湘南湘南湘南学学学学院高院高院高院高等学等学等学等学校校校校）））） 
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（（（（１１１１２２２２））））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４０４０４０４０回全日本回全日本回全日本回全日本高齢高齢高齢高齢者武道大会者武道大会者武道大会者武道大会（（（（剣道剣道剣道剣道）））） 

            開催日開催日開催日開催日：：：：６６６６月月月月４４４４日日日日（（（（月月月月）））） 

                        会会会会    場場場場：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館                         

                    ＜＜＜＜男男男男子団体子団体子団体子団体＞＞＞＞三三三三    位位位位    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県（（（（向向向向後後後後、、、、大大大大久保久保久保久保、、、、櫻櫻櫻櫻井井井井、、、、岡岡岡岡野野野野、、、、東海林東海林東海林東海林）））） 

                    ＜＜＜＜女子団体女子団体女子団体女子団体＞＞＞＞準優勝準優勝準優勝準優勝    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県（（（（加加加加藤藤藤藤、、、、森森森森、、、、星野星野星野星野）））） 

                    ＜＜＜＜男男男男子個子個子個子個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞ 

                        ＜＜＜＜特特特特組組組組 75～～～～79歳歳歳歳＞＞＞＞    三三三三    位位位位    林林林林        紘紘紘紘男男男男（（（（中中中中    区区区区）））） 

                        ＜＜＜＜A組組組組 70～～～～74歳歳歳歳＞＞＞＞      準優勝準優勝準優勝準優勝    加加加加藤藤藤藤    隆幸隆幸隆幸隆幸（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市）））） 

                        ＜＜＜＜B組組組組 65～～～～69歳歳歳歳＞＞＞＞        三三三三    位位位位    由井由井由井由井    一一一一夫夫夫夫（（（（藤藤藤藤沢沢沢沢市市市市）））） 

 

②②②②  第第第第６６６６５５５５回関回関回関回関東高東高東高東高等学等学等学等学校校校校剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会         

                        開催日開催日開催日開催日：：：：    ６６６６月月月月８８８８（（（（金金金金））））～～～～１１１１００００日日日日（（（（日日日日）））） 

会会会会    場場場場：：：：    栃栃栃栃木木木木県県県県    宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮市市市市ブブブブレレレレックックックックスアスアスアスアリリリリーーーーナナナナ宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 

＜＜＜＜男男男男子団体子団体子団体子団体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    佐野佐野佐野佐野日大日大日大日大（（（（栃栃栃栃木木木木））））３３３３－－－－１１１１ 立教立教立教立教新新新新座座座座(埼玉埼玉埼玉埼玉) 

                    ＜＜＜＜女子団体女子団体女子団体女子団体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    安安安安    房房房房     (千葉千葉千葉千葉)    ２２２２－－－－１１１１ 桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園 

＜＜＜＜男男男男子個子個子個子個人人人人＞＞＞＞    三三三三    位位位位        伊藤伊藤伊藤伊藤    和樹和樹和樹和樹（（（（横浜高校横浜高校横浜高校横浜高校）））） 

＜＜＜＜女子個女子個女子個女子個人人人人＞＞＞＞    ベベベベスススストトトト８８８８    上上上上甲甲甲甲    怜怜怜怜奈奈奈奈（（（（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賞選手賞選手賞選手賞＞＞＞＞            淀縄淀縄淀縄淀縄    樹樹樹樹生生生生（（（（東海東海東海東海大大大大相模相模相模相模）））） 

                  ＜＜＜＜女子優秀女子優秀女子優秀女子優秀選手賞選手賞選手賞選手賞＞＞＞＞            渡渡渡渡部日部日部日部日向子向子向子向子（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

 

 （（（（１１１１３３３３））））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 

                居居居居合道合道合道合道    開催日開催日開催日開催日：：：：６６６６月月月月８８８８日日日日        会会会会    場場場場：：：：山形県山形県山形県山形県総総総総合運合運合運合運動公園動公園動公園動公園 

                    六段六段六段六段    高田高田高田高田    一一一一男男男男（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・中中中中区区区区））））    石田石田石田石田    重重重重信信信信（（（（７１７１７１７１歳歳歳歳・・・・鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉）））） 

 

                    七段七段七段七段    北北北北原原原原        彬彬彬彬（（（（７６７６７６７６歳歳歳歳・・・・川川川川崎崎崎崎市市市市））））都築都築都築都築    孝彦孝彦孝彦孝彦（（（（８０８０８０８０歳歳歳歳・・・・厚厚厚厚木木木木）））） 

 

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他 

        添添添添付資料付資料付資料付資料        ①①①①    平成平成平成平成２９２９２９２９年度会年度会年度会年度会費及費及費及費及び１び１び１び１級登級登級登級登録人員等録人員等録人員等録人員等明細表明細表明細表明細表 

                                ②②②②    平成平成平成平成２２２２９９９９年度剣道講習会参加年度剣道講習会参加年度剣道講習会参加年度剣道講習会参加状況状況状況状況 

                                ③③③③    月月月月刊刊刊刊「「「「剣剣剣剣窓窓窓窓」」」」各各各各都都都都道道道道府府府府県県県県別購読別購読別購読別購読者数者数者数者数・・・・部数部数部数部数表表表表 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                次次次次回理事会回理事会回理事会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１１１１２２２２日日日日（（（（木木木木））））午午午午後後後後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     

会会会会    場場場場：：：：新横浜国新横浜国新横浜国新横浜国際際際際ホテホテホテホテルルルル 

    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    戸塚戸塚戸塚戸塚区区区区支部支部支部支部、、、、藤沢藤沢藤沢藤沢市市市市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 


