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令和元年度 

第８回 神奈川県剣道連盟理事会  

令和元年１２月１２日（木）午後６時～ 

於：県立武道館会議室 

理 事 数    ７１名 

出席理事数      名   

監事出席数      名     議事録署名人 

                  保土ケ谷区支部              印 

 

                  川 崎 市支部              印 

１．開     会 

   

２．会 長 挨 拶 

   

３．議     題  

                    

（１）令和元年度 県体育功労賞・スポーツ優秀選手賞について 

   「受賞者」① 神奈川県体育功労者       原野 碩次  

   ② 神奈川県スポーツ優秀選手表彰  松本 弥月  

   「表彰式」 期 日：令和２年１月１１日（土）１１時～１２時 

               会 場：保土ケ谷公会堂 講堂  

 

（２）幼稚園児の剣道修了者に対する修了証の贈呈について      資料 １ 

交付方法： 卒園式に園長から贈呈する      

対象園児： 年長園児    （以下昨年度実績１，１８７名）                

    幼稚園名： 浅間幼稚園     （西 区）       １９名 

湘南やまゆり幼稚園他（パルスポーツクラブ）９７５名 

みなみ幼稚園    （瀬谷区）       ９６名 

          みみづく幼稚園      （小田原市）         ４５名 

          マヤ保育園     （戸塚区）       ２７名 

          わたりだ保育園   （南区）        ２５名 

                       計     １，１８７名 

 

※ 各支部で、剣道修了者に修了証の授与を希望するところは、申し出てください。 

※ 申込期限：令和２年１月１７日（金） 

   資料１の下段に必要事項を明記の上、県連事務局まで FAX、郵送、 

        e-メール等で申し込むこと。 
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（３）第７回全日本選抜剣道七段選手権大会（横浜七段戦）について 

    期 日：令和２年２月２日（日）午前１０時 開会 

    会 場：県立武道館 

    主 催：神奈川県剣道連盟 

    共 催：剣道時代（体育とスポーツ出版社） 

演 武 日本剣道形：打太刀 小山 則夫    仕太刀 岡見 浩明 

      制定居合 ：    久保 正男      中西 英樹 

      杖道の形 ：打太刀 林  映子  仕太刀 小塚 禮子 

 

 

（４）剣道（六・七段受審者）講習会について            資料 ２ 

    期 日：令和２年２月１１日（火・祝） ９時 受付 ９時３０分 開会 

    会 場：県立武道館 

受講資格：六・七段審査会の受審資格のある者 

    受講料：１，０００円  弁当代 １，０００円（希望者） 

    持参品：剣道着・袴・剣道具（垂には「支部名入り名札」を着用のこと）           

    申込締切日：令和２年１月１７日（金） 

          現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 

 

 

（５）剣道指定審査員・審判員研修会について 

     期 日：令和２年２月１６日（日） ９時 受付 ９時３０分 開会 

     会 場：県立武道館 

    内 容：① 審査員の心得について    講師 佐藤 正二 

        ② 審査における剣道形について 講師 澤部 哲矢 

 

 

（６）第１８回神奈川県剣道祭について                

    期 日：令和２年３月１日（日） 

    会 場：県立武道館 

①  令和元年度 神奈川県剣道連盟 功労賞受賞者について   

三宅  一、瀧本 明彦、川村 敏巨、吉村 哲夫、宮崎 正裕 

②  演武 ：打太刀 中田 圭介  仕太刀 加藤 公一 

③  大会係員（高校生）の派遣は，横浜商大高校（２４名）にお願いする。 

④ 試合の組合せについて ２月初めに実施 
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（７）剣道形講習会について                    資料 ３ 

    期 日： 令和２年２月１５日（土） ９時 受付 ９時３０分 開会 

    会 場： 県立武道館                

 講 師：  

    受講資格： 神奈川県剣道連盟の会員で剣道四段以上の者 

    受講料： １，０００円     弁当代１，０００円（希望者） 

    持参品： 剣道着・袴・垂（「支部名入り名札」着用）・木刀（大小） 

         剣道講習会資料、剣道形解説書、剣道手帳をご持参ください。 

    申込締切日：令和２年１月１７日（金） 

          現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 

 

（８）剣道大会結果について               

① 第６６回神奈川県高等学校新人剣道大会 

     ＜男子団体＞ 

    １１月１７日（日） 

    秦野総合体育館 

＜女子団体＞ 

１１月１７日（日） 

秦野総合体育館 

優 勝 桐蔭学園 桐蔭学園 

 二 位 県立希望が丘 県立荏田 

 三 位 

   

鎌倉学園 

東海相模  

東海相模 

県立弥栄 

  

五 位 

   

   

県立橋本 

横浜隼人 

県立荏田 

桐光学園 

横浜商科大 

県立橋本 

光明学園相模原 

日本大学 

      男子桐蔭学園は４大会連続１４回目の優勝 

       女子桐蔭学園は２大会ぶり ４回目の優勝 

 

②第６６回神奈川県剣道大会 

期 日：令和元年１２月１日（日） 会 場：県立武道館 

優 勝 旭区剣道連盟    

準優勝 鶴見区剣道連盟 

三 位 保土ケ谷区剣道連盟  瀬谷区剣道連盟 
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（９）令和元年度 審査会結果について    

＜剣道＞  

令和元年１１月１６日（土）名古屋市 

＜七段＞  ４名 

長沢 良弘（３５歳・旭 区）   新馬場 裕（３９歳・茅ヶ崎） 

萩原純二郎（４７歳・港南区）   小河 伸行（６８歳・厚 木） 

 

令和元年１１月１７日（日）名古屋市 

＜六段＞ １５名 

渡邊  聡（３２歳・保土ケ谷）  齋藤 新作（３３歳・川 崎） 

大塚 将史（３３歳・中 郡）   佐野 恭平（３３歳・相模原） 

大田原慶和（３６歳・警 察）   加藤 達之（４５歳・川 崎） 

村上 恵一（４７歳・泉 区）   矢内 忠雄（４９歳・川 崎） 

渡辺  剛（５０歳・小田原）   奥山 健一（５１歳・小田原） 

島村  洋（５４歳・平 塚）   安彦  正（６０歳・藤 沢） 

石川 正美（６２歳・小田原）   斎藤 信雄（６８歳・横須賀） 

宇賀神 守（６９歳・磯子区）    

  

 ＜剣道＞ 

令和元年１１月２６日（火）八王子 

＜六段＞ ５４名 

西山 和毅（２８歳・中 郡）   貝田 理沙（２９歳・保土ケ谷区） 

鈴木 雄貴（３０歳・緑 区）   嶋村  駿（３１歳・港南区） 

栗山 大志（３１歳・茅ヶ崎）   張替 数麻（３２歳・警 察） 

渡邉 亮二（３３歳・青葉区）   島田 友和（３４歳・警 察） 

白熊  哲（３６歳・茅ヶ崎）   嘉山 悠起（３６歳・横須賀） 

篠岡 長治（３８歳・警 察）   島本 唯史（３９歳・警 察） 

川名 和久（４０歳・横須賀）   米田 香代（４０歳・神奈川区） 

瀬戸 伸也（４０歳・警 察）   石塚 武史（４１歳・南 区） 

伊藤 帝午（４２歳・相模原）   平田 真弓（４２歳・港北区） 

前田 寛子（４２歳・瀬谷区）   栗原 寛和（４３歳・金沢区） 

田尾 逸人（４３歳・藤 沢）   宇夫方 裕（４５歳・警 察） 

矢吹 成弘（４５歳・瀬谷区）   臼井 秀治（４７歳・津久井） 

二見美智子（４７歳・川 崎）   山田 貴光（４８歳・藤 沢） 

末永  博（４９歳・相模原）   春日  功（４９歳・鶴見区） 

黒木陽一郎（５１歳・警 察）   土家 康浩（５１歳・保土ケ谷区） 

木村 慎也（５２歳・瀬谷区）   妹尾 邦治（５３歳・中 郡） 

鶴岡 茂樹（５４歳・栄 区）   福田  聡（５５歳・横須賀） 
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米谷 敏幸（５７歳・川 崎）   田中 和伸（５８歳・横須賀） 

小助川 靖（５８歳・横須賀）   進藤 正禎（６３歳・中 郡） 

佐藤 隆志（６４歳・泉 区）   千葉  広（６４歳・平 塚） 

松下 泰士（６４歳・横須賀）   吉田 武文（６４歳・厚 木） 

千島 義雄（６７歳・横須賀）   小林 正弘（６７歳・旭 区） 

田中  伸（６７歳・座 間）   岡部 誠司（６７歳・川 崎） 

南館 忠広（６７歳・横須賀）   馬場  勝（６８歳・中 区） 

上杉 恭一（６８歳・川 崎）   村上由美子（７０歳・緑 区） 

片上 隆一（７０歳・小田原）   河口 幸恵（７０歳・海老名） 

髙橋 守一（７０歳・相模原）   片根 義晴（７２歳・栄 区） 

  

＜剣道＞ 

令和元年１１月２７日（水）八王子 

＜七段＞ ２５名 

三根 佑介（３５歳・警 察）   樋口  崇（４１歳・藤 沢） 

浅野 昌芳（４８歳・川 崎）   大関 充男（４９歳・鎌 倉） 

貝塚みゆき（５１歳・横須賀）   南波 尚己（５１歳・警 察） 

緒方  壯（５２歳・平 塚）   山本 郷士（５２歳・西 区） 

竹﨑 裕視（５２歳・相模原）   白水 俊治（５２歳・戸塚区） 

仲戸川博幸（５３歳・警 察）   掛川 卓也（５４歳・横須賀） 

岩本 友雄（５４歳・相模原）   八木 敏之（５５歳・南 区） 

若林 正勝（５６歳・横須賀）   鈴木 伸幸（５７歳・緑 区） 

原  浜三（６３歳・小田原）   小森 和彦（６４歳・川 崎） 

上村 栄一（６６歳・港北区）   山田  耕（６６歳・中 区） 

下川邊保江（６６歳・平 塚）   加治 雅彦（６８歳・中 区） 

俣野 光俊（６９歳・横須賀）   津口 秀治（７１歳・金沢区） 

石嶋  哲（７４歳・厚 木） 

 

 

＜剣道＞  

令和元年１１月２８日（木）八王子 

＜八段＞  ０名 

 

令和元年１１月２９日（金）八王子 

＜八段＞  １名 

大久保和彦（６８歳・藤 沢）   
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＜剣道＞ 

令和元年１１月２７日（水）八王子 

＜錬士＞ ６７名 

甲斐健太郎（３４歳・横須賀）   西山 佳実（３５歳・小田原） 

高井 祥伍（３５歳・緑 区）   松本賢一郎（３６歳・警 察） 

北澤 良男（３７歳・緑 区）   奥村 博晃（３９歳・緑 区） 

足立 拓也（３９歳・警 察）   澤野 巧樹（４０歳・鶴見区） 

西村 賢明（４１歳・警 察）   鈴木  淳（４２歳・警 察） 

前田 清正（４３歳・瀬谷区）   松岡 鉄平（４４歳・警 察） 

田中  剛（４４歳・港北区）   三井 康平（４５歳・中 区） 

鈴木 康生（４５歳・横須賀）   名取 公彦（４６歳・相模原） 

笠間 功治（４６歳・綾 瀬）   土方  剛（４７歳・南 区） 

武石 浩欣（４７歳・相模原）   西村  理（４８歳・港南区） 

坂﨑 尚生（４８歳・茅ヶ崎）   渡邊  剛（４９歳・川 崎） 

安藤  誠（４９歳・座間市）   丸山 勝也（４９歳・都筑区） 

城田 宏明（４９歳・青 葉）   磯村 貴信（５０歳・相模原） 

林  克英（５２歳・都筑区）   白水 俊治（５２歳・戸塚区） 

岡﨑 和彦（５２歳・相模原）   藤瀬憲一郎（５４歳・川 崎） 

前田 直人（５４歳・都筑区）   德原 太朗（５４歳・警 察） 

花木 直樹（５５歳・海老名）   矢野 清久（５５歳・川 崎） 

矢田部俊宏（５５歳・横須賀）   浅木 義孝（５５歳・厚 木） 

清水  良（５５歳・厚 木）   中野 高徳（５６歳・瀬谷区） 

本田 隆幸（５７歳・平 塚）   神野  滋（５７歳・港南区） 

加藤 茂之（５７歳・相模原）   臼井 幹人（５９歳・大 和） 

田 聰子（６９歳・横須賀）   田尻 敏之（５９歳・茅ヶ崎） 

原田  護（６０歳・旭 区）   髙橋  透（６０歳・中 郡） 

田邉 克守（６０歳・相模原）   金子 伸司（６１歳・相模原） 

正木 米昭（６１歳・港北区）   船山 忠明（６３歳・川 崎） 

舟腰 明彦（６４歳・厚 木）   林  邦男（６５歳・秦 野） 

永瀨  守（６６歳・津久井）   鎌田 裕至（６６歳・港北区） 

田中 利幸（６６歳・横須賀）   細谷 敦子（６６歳・相模原） 

早川 源市（６７歳・金沢区）   武田  耕（６７歳・鎌 倉） 

吉田 信明（６９歳・横須賀）   坂入 佳男（７１歳・磯子区） 

尾藤多美子（７３歳・戸塚区）   飯塚 健二（７３歳・戸塚区） 

髙橋 綾子（７４歳・鎌 倉）   高橋 良夫（７６歳・座 間） 

森田 寛明（７６歳・藤 沢）   上田 秀丸（７６歳・平 塚） 

渡部 赫子（７７歳・厚 木） 
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＜教士＞ ４０名 

朝比奈一生（４２歳・相模原）    梶原  仁（４４歳・津久井） 

中西  聡（４４歳・小田原）    松下 貴幾（４５歳・瀬谷区） 

藤井 秀人（４７歳・海老名）    富 昌克（４８歳・川 崎） 

笠  靖 （４８歳・川 崎）    中村 俊夫（４９歳・茅ヶ崎） 

宮本 祐子（５０歳・泉 区）    佐藤 勇治（５０歳・藤 沢） 

上条 隆義（５１歳・海老名）    岡野 雅行（５１歳・茅ヶ崎） 

寺岡 直人（５１歳・川 崎）    力武 国広（５２歳・津久井） 

和田 華子（５２歳・小田原）    太田 活雄（５３歳・磯子区） 

有馬 秋子（５３歳・厚 木）    滑川 康一（５３歳・港北区） 

高野 弘之（５４歳・港南区）    柳川 浩三（５６歳・小田原） 

天本  保（５６歳・港北区）    須山 貴弘（５７歳・海老名） 

名倉 勝美（５８歳・相模原）    小林  朗（５９歳・小田原） 

尾高 史彦（６０歳・中 区）    髙塚 洋二（６１歳・中 区） 

鈴木  守（６２歳・港北区）    佐生 誠司（６３歳・海老名） 

三品 憲一（６３歳・藤 沢）    藤吉 茂喜（６７歳・藤 沢） 

藤原 孝弘（６７歳・中 区）    髙﨑 光司（６８歳・磯子区） 

東 洋一郎（６９歳・中 区）    奥村  猛（６９歳・戸塚区） 

尾下 健治（７０歳・海老名）    谷山 法（７１歳・港北区） 

矢光 信明（７１歳・藤 沢）    秋元  譲（７２歳・秦 野） 

谷 直樹（７３歳・泉 区）    後藤  勇（７３歳・鎌 倉） 

 

＜居合道＞ 

令和元年１１月３０日（土）東京都 

＜六段＞  ５名 

オーレリアン ナクラ（３４歳・川 崎）佐々木 隆（４５歳・相模原） 

川越  律     （６４歳・相模原）中神 紀之（６７歳・青葉区） 

 西内  和     （７２歳・小田原） 

 

令和元年１１月３０日（土）東京都 

＜七段＞  ２名 

ジェーン スタイルズ（５３歳・川 崎）瀬ノ口敏樹（５７歳・港北区） 
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＜居合道＞ 

令和元年１１月２７日（水）八王子 

＜錬士＞ ６名 

松岡あずさ（４１歳・小田原）   櫻井 利蔵（４８歳・藤 沢） 

高田 一男（５９歳・中 区）   羽廣 隆幸（６６歳・鎌 倉） 

石田 重信（７３歳・鎌 倉）   高科 建治（６９歳・藤 沢） 

 

＜教士＞ ４名 

平岡 裕樹（４１歳・川 崎）   多田 羊一（６４祭・中 区） 

関野  誠（６７祭・小田原）   須永 昌宏（７２歳・海老名） 

 

（１０）報告・連絡事項 

① 事務局の年末・年始の休暇について  

      令和元年１２月２７日（金）～令和２年１月７日（火） 

 

② 令和２年度 県立武道館利用・行事予定について  

調整会議：令和２年２月１日（土） 午前１０時 県立武道館 会議室 

 

③ １月の理事会について 

          日 時： 令和２年１月９日（木）午後６時～ 

     会 場： 新横浜国際ホテル ２Ｆ クリスティ 

     新年会： 理事会終了後   ２Ｆ チャーチル 

 

④ 令和元年剣道一般合同稽古会・女子合同稽古会参加状況について 

                              資料 ４ 

  

⑤ 平成３０年度 第１０回理事会 議題 ４、その他 の  

  ⑦神奈川県剣道連盟 会報 を２４号より１部１００円徴収する。について 

  ※ ２月１３日（木）の事務局長会議で徴収する      資料 ５ 

 

 

１月理事会 議事録署名人の当番は、瀬谷区支部、横須賀支部です。 

 

 

４．その他 

 

 

５．閉  会 


