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平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度 

第第第第２２２２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２２２２７７７７年年年年５５５５月月月月２２２２１１１１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             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                                議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人 

監監監監    事事事事                             名名名名                                     西西西西        区区区区支支支支部部部部                                          印印印印 

          

杖 道杖 道杖 道杖 道 部部部部支支支支部部部部                                          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 

 ＜＜＜＜審議議案審議議案審議議案審議議案＞＞＞＞ 

（（（（１１１１））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度 収支決算書収支決算書収支決算書収支決算書（（（（案案案案））））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 

 

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度 収入収入収入収入・・・・支出予算書支出予算書支出予算書支出予算書（（（（案案案案））））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））））平成平成平成平成２２２２７７７７・２８・２８・２８・２８年度年度年度年度    本部役員本部役員本部役員本部役員・・・・審査員審査員審査員審査員・・・・審判員審判員審判員審判員    (案案案案)    についてについてについてについて    別別別別        紙紙紙紙 

 

    ＜＜＜＜一般議題一般議題一般議題一般議題＞＞＞＞ 

（（（（４４４４））））全剣連後援全剣連後援全剣連後援全剣連後援    審判法審判法審判法審判法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 

                    開催開催開催開催日日日日：：：：６６６６月月月月１１１１３３３３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    忍足忍足忍足忍足        功功功功    先生先生先生先生 

                                    範士範士範士範士    蒔田蒔田蒔田蒔田        実実実実    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    佐藤佐藤佐藤佐藤    正二正二正二正二                 

                    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    松原松原松原松原        治治治治 

                    受講者受講者受講者受講者：：：：剣道剣道剣道剣道六段六段六段六段以上以上以上以上            ５５５５月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（木木木木））））締切締切締切締切りりりり（（（（            名名名名）））） 

                                                                                         

（（（（５５５５））））第第第第１０２１０２１０２１０２回回回回 全日本剣道連盟全日本剣道連盟全日本剣道連盟全日本剣道連盟「「「「社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道（（（（初級初級初級初級）」）」）」）」 

                          及及及及びびびび日本日本日本日本体育協会体育協会体育協会体育協会「「「「指導員剣道指導員剣道指導員剣道指導員剣道（（（（専門課目専門課目専門課目専門課目）」）」）」）」養成講習会養成講習会養成講習会養成講習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：：：：７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１１１１２２２２日日日日（（（（日日日日））））    ２２２２泊泊泊泊３３３３日日日日         

                    会会会会    場場場場：：：：ＢｕｍＢＢｕｍＢＢｕｍＢＢｕｍＢ(東京東京東京東京スポーツスポーツスポーツスポーツ文化館文化館文化館文化館) 

                    締切日締切日締切日締切日：：：：５５５５月月月月２２２２９９９９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 
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（（（（６６６６））））第第第第３３３３８８８８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：：：：    ８８８８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 

申込申込申込申込締切日締切日締切日締切日：：：：    ６６６６月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（木木木木））））までにまでにまでにまでに現金書留現金書留現金書留現金書留にてにてにてにて参加料及参加料及参加料及参加料及びびびび申込書申込書申込書申込書をををを 

                            県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局へへへへ提出提出提出提出 

 

（（（（７７７７））））行事予定行事予定行事予定行事予定のののの一部変更一部変更一部変更一部変更についてについてについてについて                     

            「「「「剣道研究会剣道研究会剣道研究会剣道研究会」」」」をををを            平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））にににに実施実施実施実施しししし、、、、 

            「「「「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」」」」をををを平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１０１０１０１０月月月月    ３３３３日日日日（（（（土土土土））））にににに実施実施実施実施するするするする。。。。 

 

（（（（８８８８））））剣道大会結果剣道大会結果剣道大会結果剣道大会結果についてについてについてについて 

①①①①    第第第第１３１３１３１３回回回回    全日本選抜剣道八段優勝大会全日本選抜剣道八段優勝大会全日本選抜剣道八段優勝大会全日本選抜剣道八段優勝大会         

                    実施日実施日実施日実施日：：：：４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））於於於於：：：：名古屋市中村名古屋市中村名古屋市中村名古屋市中村スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター 

                    結結結結    果果果果：：：：笠村笠村笠村笠村    浩二浩二浩二浩二     

１１１１回戦回戦回戦回戦        ココココ    －－－－            佐藤佐藤佐藤佐藤    勝信勝信勝信勝信（（（（東東東東    京京京京）））） 

                                        ２２２２回戦回戦回戦回戦        メメメメ  －－－－メメメメメメメメ    古川古川古川古川    和男和男和男和男（（（（北海道北海道北海道北海道）））） 

                                    宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕 

                                      １１１１回戦回戦回戦回戦    メメメメメメメメ－－－－            小川小川小川小川    正洋正洋正洋正洋（（（（静静静静    岡岡岡岡）））） 

                                      ２２２２回戦回戦回戦回戦        メメメメメメメメ－－－－            栗田和市郎栗田和市郎栗田和市郎栗田和市郎 (東東東東    京京京京) 

                                        準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝    メメメメ    －－－－            香田香田香田香田    郡秀郡秀郡秀郡秀 (茨茨茨茨    城城城城) 

                    準決勝準決勝準決勝準決勝                －－－－メメメメメメメメ    石田石田石田石田    利也利也利也利也（（（（東東東東    京京京京）））） 

                    決勝決勝決勝決勝    古川古川古川古川    和男和男和男和男（（（（北海道北海道北海道北海道））））コメコメコメコメ－－－－        石田石田石田石田    利也利也利也利也（（（（東東東東    京京京京）））） 

 

②②②②    第第第第６３６３６３６３回全日本都道府県対抗剣道優勝大会回全日本都道府県対抗剣道優勝大会回全日本都道府県対抗剣道優勝大会回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 

                    実施日実施日実施日実施日：：：：４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（水水水水・・・・祝祝祝祝））））        於於於於    大阪市中大阪市中大阪市中大阪市中央央央央体育館体育館体育館体育館 

                    結結結結    果果果果：：：：    １１１１回戦回戦回戦回戦            神奈神奈神奈神奈川川川川        ５５５５－－－－２２２２                滋滋滋滋    賀賀賀賀 

                                    ２２２２回戦回戦回戦回戦            神奈神奈神奈神奈川川川川        ２２２２－－－－１１１１                鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島 

                                        ３３３３回戦回戦回戦回戦            神奈神奈神奈神奈川川川川        ４４４４－－－－１１１１                香香香香    川川川川 

                                        準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝        神奈神奈神奈神奈川川川川        １１１１－－－－３３３３                佐佐佐佐    賀賀賀賀 

                                        優秀選優秀選優秀選優秀選手手手手        中中中中    堅堅堅堅        朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈一生一生一生一生    選選選選手手手手 

監監監監    督督督督    田田田田島島島島東海男東海男東海男東海男 

                    大大大大    将将将将    有馬有馬有馬有馬    裕裕裕裕史史史史            副副副副    将将将将    茅茅茅茅        弘秋弘秋弘秋弘秋 

三三三三    将将将将    浦浦浦浦川川川川伸伸伸伸一一一一朗朗朗朗            中中中中    堅堅堅堅    朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈一生一生一生一生     

五五五五    将将将将    石田石田石田石田    雄雄雄雄二二二二            次次次次    鋒鋒鋒鋒    村村村村瀬瀬瀬瀬    達達達達也也也也     

先先先先    鋒鋒鋒鋒    伊伊伊伊藤藤藤藤    謙剛謙剛謙剛謙剛     
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    ③③③③    第第第第６２６２６２６２回回回回    神奈神奈神奈神奈川県川県川県川県高等学校高等学校高等学校高等学校剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会 兼関兼関兼関兼関東東東東高等学校高等学校高等学校高等学校剣道大会予選剣道大会予選剣道大会予選剣道大会予選                     

                    開催日開催日開催日開催日：：：：    ５５５５月月月月    ９９９９日日日日（（（（土土土土）（）（）（）（男男男男子団子団子団子団体体体体）））） 

５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日）（）（）（）（女子団女子団女子団女子団体体体体）））） 

                    ＜＜＜＜男男男男子団子団子団子団体体体体＞＞＞＞            会会会会    場場場場：：：：    小田原小田原小田原小田原アリアリアリアリーーーーナナナナ 

                    優勝優勝優勝優勝：：：：    鎌倉学園高校鎌倉学園高校鎌倉学園高校鎌倉学園高校            ２２２２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                             

３３３３位位位位：：：：  桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校            ４４４４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 

                    ５５５５位位位位：：：：    県立県立県立県立希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘高校丘高校丘高校丘高校    ５５５５位位位位：：：：    慶應義塾高校慶應義塾高校慶應義塾高校慶應義塾高校 

                    ７７７７位位位位：：：：    湘南工湘南工湘南工湘南工大付大付大付大付高校高校高校高校        ８８８８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 

                        優勝優勝優勝優勝のののの鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園はははは３１３１３１３１年年年年ぶぶぶぶり６り６り６り６回目回目回目回目のののの優勝優勝優勝優勝 

 

＜＜＜＜女子団女子団女子団女子団体体体体＞＞＞＞            会会会会    場場場場：：：：秦野秦野秦野秦野市市市市総合総合総合総合体育館体育館体育館体育館 

                優勝優勝優勝優勝：：：：    桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校桐蔭学園高校            ２２２２位位位位：：：：    県立県立県立県立希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘高校丘高校丘高校丘高校     

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            ４４４４位位位位：：：：    横浜横浜横浜横浜商科商科商科商科大大大大高校高校高校高校 

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            ５５５５位位位位：：：：    横浜横浜横浜横浜隼隼隼隼人人人人高校高校高校高校 

    ７７７７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        ８８８８位位位位：：：：    県立県立県立県立荏荏荏荏田田田田高校高校高校高校 

    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はははは２２２２年年年年ぶぶぶぶり７り７り７り７回目回目回目回目のののの優勝優勝優勝優勝 

 

                ＊＊＊＊男男男男女女女女ともともともとも上上上上位位位位７７７７校校校校はははは、、、、６６６６月月月月５５５５日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～７７７７日日日日（（（（日日日日）））） 

                    千葉千葉千葉千葉県県県県のののの千葉千葉千葉千葉ポーポーポーポートアリトアリトアリトアリーーーーナナナナでででで行行行行われわれわれわれるるるる関関関関東大会東大会東大会東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６６６６２２２２回回回回神奈神奈神奈神奈川県川県川県川県高等学校高等学校高等学校高等学校剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会    兼関兼関兼関兼関東東東東高等学校高等学校高等学校高等学校剣道大会県予選会剣道大会県予選会剣道大会県予選会剣道大会県予選会                      

                    開催日開催日開催日開催日：：：：    ５５５５月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（土土土土））））～～～～１１１１７７７７日日日日（（（（日日日日））））（（（（男男男男女女女女個個個個人人人人）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：    とどろきとどろきとどろきとどろきアリアリアリアリーーーーナナナナ 

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

                            優勝優勝優勝優勝：：：：    伊伊伊伊藤藤藤藤    謙剛謙剛謙剛謙剛（（（（慶應高校慶應高校慶應高校慶應高校））））     

２２２２位位位位：：：：    齋齋齋齋藤藤藤藤    拓仁拓仁拓仁拓仁（（（（東海大東海大東海大東海大相模相模相模相模）））） 

３３３３位位位位：：：：    竹竹竹竹ノノノノ内尚希内尚希内尚希内尚希（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園））））   ４４４４位位位位：：：：    佐々木佐々木佐々木佐々木    佑佑佑佑（（（（横浜横浜横浜横浜高校高校高校高校) 

                            ５５５５位位位位：：：：    髙髙髙髙橋橋橋橋        航航航航（（（（横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大））））     ６６６６位位位位：：：：    井井井井出出出出  優優優優太太太太（（（（東海大東海大東海大東海大相模相模相模相模）））） 

                            ７７７７位位位位：：：：    髙橋髙橋髙橋髙橋    怜央怜央怜央怜央（（（（横浜横浜横浜横浜高校高校高校高校））））     ７７７７位位位位：：：：  菊菊菊菊地地地地    拓真拓真拓真拓真（（（（横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大）））） 

 

＜＜＜＜女子個女子個女子個女子個人人人人＞＞＞＞ 

優勝優勝優勝優勝：：：：    木村日木村日木村日木村日向子向子向子向子（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園）））） 

２２２２位位位位：：：：    松原松原松原松原    真子真子真子真子（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園））））   

                            ３３３３位位位位：：：：    畝畝畝畝本本本本  莉奈莉奈莉奈莉奈（（（（東海大東海大東海大東海大相模相模相模相模））））        ４４４４位位位位    鈴鈴鈴鈴木木木木    樺映樺映樺映樺映（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園））））         

                            ５５５５位位位位：：：：    細細細細田田田田    知公知公知公知公（（（（希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘高校丘高校丘高校丘高校））））  ６６６６位位位位  齋齋齋齋藤藤藤藤    芽維芽維芽維芽維（（（（藤藤藤藤沢沢沢沢西西西西高校高校高校高校）））） 

                            ７７７７位位位位：：：：    海海海海老老老老原原原原    楓楓楓楓（（（（希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘高校丘高校丘高校丘高校））））    ７７７７位位位位    藤原藤原藤原藤原    璃子璃子璃子璃子（（（（日大日大日大日大高校高校高校高校））））             

                         

            上上上上位位位位 4 名名名名はははは、、、、６６６６月月月月５５５５日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～７７７７日日日日（（（（日日日日）））） 千葉千葉千葉千葉県県県県千葉千葉千葉千葉ポーポーポーポートトトトアリアリアリアリーーーーナナナナでででで行行行行われわれわれわれるるるる 
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            関関関関東大会東大会東大会東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。。。。 

            上上上上位位位位２２２２名名名名はははは、、、、８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～６６６６日日日日（（（（木木木木）））） 和和和和歌山歌山歌山歌山県県県県和和和和歌山歌山歌山歌山ビッグビッグビッグビッグホホホホエエエエールールールールでででで行行行行われわれわれわれ

るるるる全国全国全国全国高等学校総合高等学校総合高等学校総合高等学校総合体育大会体育大会体育大会体育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。。。。 

 

（（（（９９９９））））４・５４・５４・５４・５月月月月    京都京都京都京都ににににおけおけおけおけるるるる審査会結果審査会結果審査会結果審査会結果についてについてについてについて                             

                                ＜＜＜＜剣剣剣剣        道道道道＞＞＞＞                                        ＜＜＜＜居居居居    合合合合・・・・杖杖杖杖    道道道道＞＞＞＞ 

段段段段位位位位・・・・称号称号称号称号 受審者数受審者数受審者数受審者数 合格合格合格合格者数者数者数者数 受審者数受審者数受審者数受審者数 合格合格合格合格者数者数者数者数 

居合居合居合居合 杖道杖道杖道杖道 居合居合居合居合 杖道杖道杖道杖道 

    六六六六    段段段段 １４１４１４１４         ３３３３     

    七七七七    段段段段 １８１８１８１８         １１１１     

    八八八八    段段段段 ５７５７５７５７         ３３３３     ５５５５     ３３３３     １１１１     ００００ 

    錬錬錬錬    士士士士 １５１５１５１５ １５１５１５１５      ６６６６    ６６６６ 

    教教教教    士士士士  ５５５５         ５５５５     

    範範範範    士士士士 －－－－         １１１１     －－－－     －－－－        １１１１     １１１１ 

                ・・・・範士範士範士範士合格合格合格合格者者者者 

                        ＜＜＜＜剣剣剣剣    道道道道＞＞＞＞    １１１１名名名名 

                            久保久保久保久保木文木文木文木文夫夫夫夫（（（（６９６９６９６９歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

                        ＜＜＜＜居合居合居合居合道道道道＞＞＞＞    １１１１名名名名 

                            久保久保久保久保    正男正男正男正男（（（（６６６６６６６６歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北）））） 

＜＜＜＜杖杖杖杖    道道道道＞＞＞＞    １１１１名名名名 

                            山口山口山口山口        薫薫薫薫（（（（６３６３６３６３歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

 

    ・・・・八段八段八段八段合格合格合格合格者者者者     

                        ＜＜＜＜剣剣剣剣    道道道道＞＞＞＞    ３３３３名名名名         

                            中田中田中田中田    圭介圭介圭介圭介（（（（５１５１５１５１歳歳歳歳・・・・藤藤藤藤    沢沢沢沢）））） 

                            飛知飛知飛知飛知和利文和利文和利文和利文（（（（５４５４５４５４歳歳歳歳・・・・海海海海老老老老名名名名）））） 

                            野見山野見山野見山野見山  （（（（７０７０７０７０歳歳歳歳・・・・相模相模相模相模原原原原）））） 

＜＜＜＜居合居合居合居合道道道道＞＞＞＞    １１１１名名名名         

    森島森島森島森島    一一一一機機機機（（（（４６４６４６４６歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

＜＜＜＜杖杖杖杖    道道道道＞＞＞＞    ００００名名名名 

＜＜＜＜剣剣剣剣    道道道道＞＞＞＞ 

                ・・・・七七七七段段段段合格合格合格合格者者者者        １１１１名名名名 

會會會會場場場場    道男道男道男道男（（（（６３６３６３６３歳歳歳歳・・・・厚厚厚厚    木木木木））））      

 

                ・・・・六段六段六段六段合格合格合格合格者者者者        ３３３３名名名名 

渋谷渋谷渋谷渋谷        寛寛寛寛（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・大大大大    和和和和））））     呉呉呉呉地地地地    泰夫泰夫泰夫泰夫（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・南南南南足足足足柄柄柄柄）））） 

矢矢矢矢野野野野    昌昌昌昌成成成成（（（（６１６１６１６１歳歳歳歳・・・・鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉））））      
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・・・・教士教士教士教士合格合格合格合格者者者者            ５５５５名名名名 

大大大大津津津津    喜喜喜喜文文文文（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・小田原小田原小田原小田原））））     小小小小磯磯磯磯        透透透透（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・港港港港    南南南南）））） 

齋齋齋齋藤藤藤藤        誠誠誠誠（（（（５９５９５９５９歳歳歳歳・・・・警警警警    察察察察））））     白井白井白井白井    克己克己克己克己（（（（６５６５６５６５歳歳歳歳・・・・大大大大    和和和和）））） 

山口山口山口山口    法法法法丸丸丸丸（（（（６５６５６５６５歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北）））） 

                ・・・・錬士錬士錬士錬士合格合格合格合格者者者者        １５１５１５１５名名名名 

宮田宮田宮田宮田    達達達達也也也也（（（（３１３１３１３１歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））     大川大川大川大川    正行正行正行正行（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 

萩萩萩萩原原原原純純純純二郎二郎二郎二郎（（（（４３４３４３４３歳歳歳歳・・・・港港港港    南南南南））））     浅野浅野浅野浅野    昌芳昌芳昌芳昌芳（（（（４４４４４４４４歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

              中村中村中村中村    俊夫俊夫俊夫俊夫（（（（４４４４４４４４歳歳歳歳・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎））））     進進進進        祐祐祐祐二二二二（（（（４６４６４６４６歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

山山山山本本本本    郷郷郷郷士士士士（（（（４７４７４７４７歳歳歳歳・・・・西西西西    区区区区））））   佐藤佐藤佐藤佐藤    博之博之博之博之（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・小田原小田原小田原小田原）））） 

石石石石井井井井    早苗早苗早苗早苗（（（（５２５２５２５２歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見））））   髙髙髙髙橋由美子橋由美子橋由美子橋由美子（（（（５６５６５６５６歳歳歳歳・・・・戸戸戸戸    塚塚塚塚）））） 

              天野天野天野天野    弘志弘志弘志弘志（（（（５８５８５８５８歳歳歳歳・・・・津久井津久井津久井津久井））））     傍島傍島傍島傍島    正正正正純純純純（（（（６１６１６１６１歳歳歳歳・・・・藤藤藤藤    沢沢沢沢）））） 

木木木木暮暮暮暮    健児健児健児健児（（（（６３６３６３６３歳歳歳歳・・・・緑緑緑緑    区区区区））））     堀堀堀堀田田田田    昭司昭司昭司昭司（（（（７３７３７３７３歳歳歳歳・・・・栄栄栄栄    区区区区）））） 

西原西原西原西原    武武武武宏宏宏宏（（（（７６７６７６７６歳歳歳歳・・・・大大大大    和和和和））））     

 

＜＜＜＜杖杖杖杖    道道道道＞＞＞＞ 

・・・・錬士錬士錬士錬士合格合格合格合格者者者者            ６６６６名名名名 

石石石石渡渡渡渡    孝子孝子孝子孝子（（（（３８３８３８３８歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））     石石石石堂虎太堂虎太堂虎太堂虎太郎郎郎郎（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎）））） 

石川石川石川石川貴久子貴久子貴久子貴久子（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））     髙間真智子髙間真智子髙間真智子髙間真智子（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

              佐佐佐佐野野野野    弘弘弘弘和和和和（（（（５２５２５２５２歳歳歳歳・・・・相模相模相模相模原原原原））））     吉吉吉吉成成成成    浩一浩一浩一浩一（（（（５３５３５３５３歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

 

＜＜＜＜剣剣剣剣        道道道道＞＞＞＞    愛知愛知愛知愛知県県県県    名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市枇杷島枇杷島枇杷島枇杷島スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター 

        ５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））    七七七七段段段段 

        ５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（日日日日））））    六段六段六段六段 

                    

段段段段位位位位・・・・称号称号称号称号 

                    

受審者数受審者数受審者数受審者数 

                

合格合格合格合格者数者数者数者数 

    六六六六    段段段段 １６３１６３１６３１６３     ３５３５３５３５ 

    七七七七    段段段段 ９１９１９１９１     １６１６１６１６ 

 

            ・・・・七七七七段段段段合格合格合格合格者者者者        １６１６１６１６名名名名 

関戸関戸関戸関戸        力力力力（（（（３９３９３９３９歳歳歳歳・・・・金金金金    沢沢沢沢））））     江江江江川川川川    正一正一正一正一（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・南南南南足足足足柄柄柄柄）））） 

廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    貴之貴之貴之貴之（（（（４３４３４３４３歳歳歳歳・・・・旭旭旭旭    区区区区））））     北村北村北村北村    典久典久典久典久（（（（４６４６４６４６歳歳歳歳・・・・平平平平    塚塚塚塚）））） 

吉野吉野吉野吉野    和和和和世世世世（（（（４６４６４６４６歳歳歳歳・・・・厚厚厚厚    木木木木））））     藤原藤原藤原藤原    三三三三也也也也（（（（４７４７４７４７歳歳歳歳・・・・金金金金    沢沢沢沢）））） 

天野天野天野天野    欣欣欣欣一一一一（（（（５４５４５４５４歳歳歳歳・・・・相模相模相模相模原原原原））））     外薗外薗外薗外薗    陽久陽久陽久陽久（（（（５６５６５６５６歳歳歳歳・・・・伊勢伊勢伊勢伊勢原原原原）））） 

大大大大堀堀堀堀        浩浩浩浩（（（（５９５９５９５９歳歳歳歳・・・・港港港港    南南南南））））     渋渋渋渋川川川川    禎英禎英禎英禎英（（（（６２６２６２６２歳歳歳歳・・・・磯磯磯磯    子子子子）））） 

小笠原小笠原小笠原小笠原康司康司康司康司（（（（６３６３６３６３歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））     伊伊伊伊東東東東    博美博美博美博美（（（（６４６４６４６４歳歳歳歳・・・・金金金金    沢沢沢沢）））） 

櫻井櫻井櫻井櫻井    康夫康夫康夫康夫（（（（６６６６６６６６歳歳歳歳・・・・栄栄栄栄    区区区区））））     片桐片桐片桐片桐    克彦克彦克彦克彦（（（（６９６９６９６９歳歳歳歳・・・・戸戸戸戸    塚塚塚塚）））） 

石田石田石田石田    信信信信子子子子（（（（７１７１７１７１歳歳歳歳・・・・綾綾綾綾    瀬瀬瀬瀬））））     塚塚塚塚平平平平    利利利利昭昭昭昭（（（（７１７１７１７１歳歳歳歳・・・・磯磯磯磯    子子子子）））） 
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・・・・六段六段六段六段合格合格合格合格者者者者        ３５３５３５３５名名名名 

小小小小林林林林    亮亮亮亮一一一一（（（（２８２８２８２８歳歳歳歳・・・・小田原小田原小田原小田原））））     日日日日髙髙髙髙    正正正正隆隆隆隆（（（（３２３２３２３２歳歳歳歳・・・・警警警警    察察察察）））） 

土屋土屋土屋土屋    貴紀貴紀貴紀貴紀（（（（３２３２３２３２歳歳歳歳・・・・相模相模相模相模原原原原））））     須須須須藤藤藤藤        豪豪豪豪（（（（３６３６３６３６歳歳歳歳・・・・藤藤藤藤    沢沢沢沢）））） 

              鈴鈴鈴鈴木木木木        卓卓卓卓（（（（３７３７３７３７歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））     横横横横山山山山    博康博康博康博康（（（（３７３７３７３７歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

小小小小菅菅菅菅    信一信一信一信一（（（（３７３７３７３７歳歳歳歳・・・・大大大大    和和和和））））   濱濱濱濱田田田田    智久智久智久智久（（（（３８３８３８３８歳歳歳歳・・・・旭旭旭旭    区区区区）））） 

林林林林        政昭政昭政昭政昭（（（（４０４０４０４０歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見））））   只只只只川川川川    和和和和孝孝孝孝（（（（４０４０４０４０歳歳歳歳・・・・磯磯磯磯    子子子子）））） 

              森森森森本本本本    康司康司康司康司（（（（４１４１４１４１歳歳歳歳・・・・泉泉泉泉    区区区区））））     六川六川六川六川    英幸英幸英幸英幸（（（（４４４４４４４４歳歳歳歳・・・・警警警警    察察察察）））） 

樋口樋口樋口樋口    和和和和之之之之（（（（４６４６４６４６歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））     園園園園田田田田    晴久晴久晴久晴久（（（（４７４７４７４７歳歳歳歳・・・・旭旭旭旭    区区区区）））） 

高橋高橋高橋高橋    健司健司健司健司（（（（４８４８４８４８歳歳歳歳・・・・川川川川    崎崎崎崎））））     山口山口山口山口    輝輝輝輝（（（（４９４９４９４９歳歳歳歳・・・・大大大大    和和和和）））） 

              大大大大塚塚塚塚    範範範範幸幸幸幸（（（（５１５１５１５１歳歳歳歳・・・・保保保保土土土土ケケケケ谷谷谷谷）））） 山山山山田田田田    秀秀秀秀俊俊俊俊（（（（５１５１５１５１歳歳歳歳・・・・厚厚厚厚    木木木木）））） 

片片片片岡岡岡岡    靖靖靖靖詞詞詞詞（（（（５３５３５３５３歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀））））     神神神神原原原原        修修修修（（（（５４５４５４５４歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北）））） 

岩岩岩岩本本本本    義昭義昭義昭義昭（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・相模相模相模相模原原原原））））     小小小小林林林林    将将将将浩浩浩浩（（（（５５５５５５５５歳歳歳歳・・・・鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 

荻荻荻荻原原原原        博博博博（（（（５６５６５６５６歳歳歳歳・・・・港港港港    北北北北））））     草間草間草間草間        浩浩浩浩（（（（５７５７５７５７歳歳歳歳・・・・横横横横須賀須賀須賀須賀）））） 

斎斎斎斎藤藤藤藤    有厚有厚有厚有厚（（（（５９５９５９５９歳歳歳歳・・・・中中中中    区区区区））））     和田和田和田和田    知知知知行行行行（（（（６１６１６１６１歳歳歳歳・・・・都都都都    築築築築）））） 

                             鈴鈴鈴鈴木木木木    雄雄雄雄一一一一（（（（６２６２６２６２歳歳歳歳・・・・泉泉泉泉    区区区区））））     渡邊渡邊渡邊渡邊    秋雄秋雄秋雄秋雄（（（（６２６２６２６２歳歳歳歳・・・・西西西西    区区区区）））） 

竹竹竹竹村村村村        昇昇昇昇（（（（６４６４６４６４歳歳歳歳・・・・金金金金    沢沢沢沢））））     野野野野村村村村    修蔵修蔵修蔵修蔵（（（（６８６８６８６８歳歳歳歳・・・・鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

溝口溝口溝口溝口    國國國國治治治治（（（（７０７０７０７０歳歳歳歳・・・・緑緑緑緑    区区区区））））     塚塚塚塚平平平平    博子博子博子博子（（（（７０７０７０７０歳歳歳歳・・・・磯磯磯磯    子子子子）））） 

根根根根本本本本        稠稠稠稠（（（（７１７１７１７１歳歳歳歳・・・・磯磯磯磯    子子子子））））     川川川川野野野野    好光好光好光好光（（（（７２７２７２７２歳歳歳歳・・・・旭旭旭旭    区区区区）））） 

北北北北林林林林トトトトミミミミ子子子子（（（（７２７２７２７２歳歳歳歳・・・・戸戸戸戸    塚塚塚塚））））      

 

（（（（１０１０１０１０））））第第第第７０７０７０７０回回回回    国国国国民民民民体育体育体育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等等等等出場者出場者出場者出場者についてについてについてについて 

                    総総総総監監監監督督督督：：：：            澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢             

                    ＜＜＜＜成年男成年男成年男成年男子子子子＞＞＞＞                                        ＜＜＜＜成年成年成年成年女子女子女子女子＞＞＞＞     

監監監監督兼督兼督兼督兼大大大大将将将将：：：：    笠村笠村笠村笠村 浩二浩二浩二浩二              監監監監督兼督兼督兼督兼大大大大将将将将：：：：    早津早津早津早津    理理理理恵恵恵恵 

大大大大将将将将    笠村笠村笠村笠村  浩浩浩浩二二二二（（（（会社員会社員会社員会社員））））          大大大大将将将将    早津早津早津早津    理理理理恵恵恵恵（（（（港港港港    北北北北）））） 

                        副将副将副将副将    辻辻辻辻山山山山    和和和和良良良良（（（（県県県県    警警警警））））        中中中中堅堅堅堅    平平平平野野野野    晴子晴子晴子晴子（（（（川川川川    崎崎崎崎））））     

中中中中堅堅堅堅    北北北北条条条条    忠臣忠臣忠臣忠臣（（（（    〃〃〃〃    ））））        先先先先鋒鋒鋒鋒    堀堀堀堀    佳佳佳佳奈美奈美奈美奈美（（（（金金金金    沢沢沢沢）））） 

次鋒次鋒次鋒次鋒    浦浦浦浦川川川川伸伸伸伸一一一一朗朗朗朗（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

先先先先鋒鋒鋒鋒    杉杉杉杉山山山山    颯颯颯颯太太太太（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

 

            ※※※※平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年７７７７月月月月２２２２６６６６日日日日（（（（日日日日））））関関関関東東東東七七七七県対抗剣道大会県対抗剣道大会県対抗剣道大会県対抗剣道大会        千葉千葉千葉千葉県県県県 

            ※※※※平平平平成成成成２２２２７７７７年年年年８８８８月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（日日日日））））国体国体国体国体関関関関東東東東ブロブロブロブロッッッックククク大会大会大会大会        埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県上上上上尾尾尾尾市市市市 

 

（（（（１１１１１１１１））））事務連事務連事務連事務連絡絡絡絡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２７２７２７２７年度行事予定年度行事予定年度行事予定年度行事予定表表表表についてについてについてについて                             別別別別        紙紙紙紙 

             

      ②②②②    ワワワワンコンコンコンコイイイインンンンキャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーン終了終了終了終了にににに伴伴伴伴うううう審査料審査料審査料審査料のののの変更変更変更変更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 
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            ③③③③    27 年度年度年度年度春季春季春季春季審査審査審査審査(称号称号称号称号・・・・高高高高段者段者段者段者)合格合格合格合格者者者者登登登登録料録料録料録料のののの納納納納入入入入についてについてについてについて     別別別別        紙紙紙紙 

 

④④④④    ククククールールールールビビビビズズズ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 

                    実施期実施期実施期実施期間間間間：：：：        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：：：： 

                        神奈神奈神奈神奈川県剣道連盟川県剣道連盟川県剣道連盟川県剣道連盟のののの行事行事行事行事ににににおおおおいていていていてはははは、、、、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ワイシャワイシャワイシャツツツツととととするするするする。。。。 

                    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・・・・白白白白ワイシャワイシャワイシャワイシャツツツツ    ネクネクネクネクタタタタイなイなイなイなしししし    そそそそのののの他他他他はははは規規規規定定定定のののの通通通通りりりり 

                    役員役員役員役員････係係係係員員員員はははは、、、、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ずずずるるるる          

 

            ⑤⑤⑤⑤    暑気払暑気払暑気払暑気払いいいい（（（（７７７７月理事会月理事会月理事会月理事会のののの日日日日））））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 

期期期期    日日日日：：：：    ７７７７月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（木木木木））））午午午午後後後後６６６６時時時時～～～～     

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 

                            参加者参加者参加者参加者：：：：    ３３３３名名名名までまでまでまで県連県連県連県連負担負担負担負担ととととしししし、、、、                                                     

４４４４人目人目人目人目からからからからはははは一人一人一人一人５５５５，，，，００００００００００００円円円円をいをいをいをいただただただただききききますますますます。。。。 

                    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１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））理事会理事会理事会理事会のののの日日日日までにまでにまでにまでに別紙参加申込書別紙参加申込書別紙参加申込書別紙参加申込書をををを 

                                            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ等等等等にてにてにてにて 事務局事務局事務局事務局までまでまでまで 

 

※ ４４４４人目人目人目人目からからからからのののの参加参加参加参加費費費費５５５５，，，，００００００００００００円円円円はははは、、、、７７７７月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（木木木木））））当当当当日日日日 

受付受付受付受付ででででおおおお支支支支払払払払いいいいくださくださくださくださいいいい。。。。ななななおおおお、、、、申込後申込後申込後申込後、、、、７７７７月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに    

欠欠欠欠席席席席のののの連連連連絡絡絡絡があったがあったがあったがあった場場場場合合合合はははは、、、、参加参加参加参加費費費費をををを頂頂頂頂ききききまままませんせんせんせん。。。。 

本部役員本部役員本部役員本部役員にににについてついてついてついてはははは、、、、本部本部本部本部でででで出出出出欠欠欠欠のののの確認確認確認確認をいをいをいをいたたたたしますしますしますします。。。。 

 

                            暑気払暑気払暑気払暑気払いいいい参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書                                                                     別別別別        紙紙紙紙             

 

            ⑥⑥⑥⑥    文部文部文部文部科学科学科学科学省委託省委託省委託省委託事事事事業業業業    平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度    武道武道武道武道等等等等指導指導指導指導充充充充実実実実・・・・資資資資質質質質向向向向上支援事上支援事上支援事上支援事業業業業 

                    授業授業授業授業協協協協力力力力者養成講習会者養成講習会者養成講習会者養成講習会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    （（（（報告報告報告報告）））） 

 

⑦⑦⑦⑦    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    ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））午午午午後後後後６６６６時時時時～～～～        於於於於：：：：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のののの当番当番当番当番はははは    瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷区支部区支部区支部区支部、、、、厚厚厚厚木木木木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 

                     

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会                                                     

 

 

 


