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平成２平成２平成２平成２７７７７年度年度年度年度 

第３第３第３第３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６６６６月月月月１１１１１１１１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 

                                                                    瀬瀬瀬瀬 谷谷谷谷 区区区区支部支部支部支部                                            印印印印 

                                                                    厚厚厚厚    木木木木支支支支部部部部                                            印印印印 

 

１．開１．開１．開１．開                    会会会会 

 

２．会２．会２．会２．会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶 

         

３．３．３．３．議議議議                    題題題題 

 

（（（（１１１１））））全剣連後援全剣連後援全剣連後援全剣連後援    審判法講習会について審判法講習会について審判法講習会について審判法講習会について                                             

開催日：開催日：開催日：開催日：        ６月１６月１６月１６月１３３３３日（土）日（土）日（土）日（土）    受付：９時受付：９時受付：９時受付：９時        開始：９時３０分開始：９時３０分開始：９時３０分開始：９時３０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    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        教士教士教士教士    宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕 

                受講者：受講者：受講者：受講者：        １１１１８０８０８０８０名名名名 

 

（２）第１０３回（２）第１０３回（２）第１０３回（２）第１０３回 全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」及び日本全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」及び日本全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」及び日本全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」及び日本 

              体育協会「指導員剣道（専門課目）」養成講習会について体育協会「指導員剣道（専門課目）」養成講習会について体育協会「指導員剣道（専門課目）」養成講習会について体育協会「指導員剣道（専門課目）」養成講習会について     資料資料資料資料    １１１１ 

                    期期期期    日：日：日：日：    ８月７日（金）～９日（日）８月７日（金）～９日（日）８月７日（金）～９日（日）８月７日（金）～９日（日）    ２泊３日２泊３日２泊３日２泊３日         

                    会会会会    場：場：場：場：    福島青少年会館福島青少年会館福島青少年会館福島青少年会館 

                    締切日：締切日：締切日：締切日：    ６月３０日（火）県剣連事務局必着６月３０日（火）県剣連事務局必着６月３０日（火）県剣連事務局必着６月３０日（火）県剣連事務局必着 

 

（（（（３３３３））））剣道（七段・六段）審査関係について剣道（七段・六段）審査関係について剣道（七段・六段）審査関係について剣道（七段・六段）審査関係について                                         資料資料資料資料    ２２２２ 

          ８月８月８月８月２２２２２２２２日（土）七段日（土）七段日（土）七段日（土）七段    ８月８月８月８月２３２３２３２３日（日）六段（日（日）六段（日（日）六段（日（日）六段（宮城宮城宮城宮城県県県県・・・・仙台仙台仙台仙台市）市）市）市） 

                                                            ８月２３日（日）六段（沖縄県・８月２３日（日）六段（沖縄県・８月２３日（日）六段（沖縄県・８月２３日（日）六段（沖縄県・那覇市那覇市那覇市那覇市）））） 

                ８月８月８月８月２９２９２９２９日（日（日（日（土土土土）七段）七段）七段）七段    ８月３８月３８月３８月３００００日（日）六段（福岡県・福岡市）日（日）六段（福岡県・福岡市）日（日）六段（福岡県・福岡市）日（日）六段（福岡県・福岡市） 

            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７７７７日（日（日（日（火火火火））））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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（（（（４４４４））））    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：：：：    ８８８８月月月月２９２９２９２９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 

                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                 

                申込申込申込申込締切日締切日締切日締切日：：：：  ７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに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」」」」 

等等等等でででで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。。。。 

※ ・・・・［［［［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））））をををを着用着用着用着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。。。。 

・・・・「「「「剣道手帳剣道手帳剣道手帳剣道手帳」」」」をごをごをごをご持参持参持参持参くださいくださいくださいください。。。。 

 

（（（（５５５５）））） 第第第第１１１１６６６６回回回回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剣道選手権大会 

            兼兼兼兼第第第第６６６６３３３３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    ４４４４                                    

期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月３３３３００００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：：：：７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに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」」」」等等等等でででで

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。。。。 

  

（（（（６６６６））））神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会・・・・受審者講習会受審者講習会受審者講習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            資料資料資料資料    ５５５５ 

                期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９時時時時～～～～ 

                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 

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

期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））１３１３１３１３時時時時～～～～ 

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 

 

（（（（７７７７）））） 第第第第５５５５９９９９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    ６６６６ 

                開催日開催日開催日開催日：：：：    ９９９９月月月月６６６６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  

                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 

                参加料参加料参加料参加料：：：：３３３３，，，，００００００００００００円円円円 

                申込申込申込申込締切日締切日締切日締切日：：：：    ７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに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」」」」等等等等でででで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。。。。 
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（（（（８８８８））））各種大会出場選手各種大会出場選手各種大会出場選手各種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７７７７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 

開催日開催日開催日開催日        ７７７７月月月月１８１８１８１８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 

                            監監監監    督督督督        塘地塘地塘地塘地    まままま代代代代（（（（川川川川    崎崎崎崎・・・・主主主主    婦婦婦婦））））     

大大大大    将将将将        高橋由美子高橋由美子高橋由美子高橋由美子（（（（南南南南    区区区区・・・・主主主主    婦婦婦婦）））） 

副副副副    将将将将        早津早津早津早津    理恵理恵理恵理恵（（（（港港港港    北北北北・・・・主主主主    婦婦婦婦）））） 

中中中中    堅堅堅堅        枦込麻衣子枦込麻衣子枦込麻衣子枦込麻衣子（（（（鶴鶴鶴鶴    見見見見・・・・会社員会社員会社員会社員）））） 

次次次次    鋒鋒鋒鋒        阿部阿部阿部阿部    美洸美洸美洸美洸（（（（法政大学法政大学法政大学法政大学４４４４年生年生年生年生）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒        木木木木村村村村日日日日向向向向子子子子（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園３３３３年生年生年生年生）））） 

 

②②②②  第第第第５４５４５４５４回回回回 関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会      

                     期期期期    日日日日：：：：    ７７７７月月月月２６２６２６２６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                     

                     場場場場    所所所所：：：：    千葉千葉千葉千葉県県県県    大大大大網白里網白里網白里網白里アリーナアリーナアリーナアリーナ 

                     主主主主    催催催催：：：：    関東七県剣道協議会関東七県剣道協議会関東七県剣道協議会関東七県剣道協議会 

     監監監監    督督督督        澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢（（（（副理事長副理事長副理事長副理事長）））） 

     選選選選    手手手手        大将大将大将大将    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）））） 

                                         副将副将副将副将    辻辻辻辻山山山山    和良和良和良和良（（（（県県県県    警警警警）））） 

                                         三三三三将将将将    北北北北条条条条    忠臣忠臣忠臣忠臣（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         四将四将四将四将    浦浦浦浦川川川川伸一朗伸一朗伸一朗伸一朗（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         五五五五将将将将    杉山杉山杉山杉山    颯太颯太颯太颯太（（（（    〃〃〃〃    ））））                 

                                         六将六将六将六将    早津早津早津早津    理恵理恵理恵理恵（（（（港港港港    北北北北）））） 

                                         次鋒次鋒次鋒次鋒    平平平平野野野野    晴晴晴晴子子子子（（（（川川川川    崎崎崎崎）））） 

                                         先鋒先鋒先鋒先鋒    堀堀堀堀    佳佳佳佳奈美奈美奈美奈美（（（（金金金金    沢沢沢沢）））） 

 

③③③③    第第第第７０７０７０７０回回回回国民国民国民国民体育大会剣道体育大会剣道体育大会剣道体育大会剣道競技競技競技競技 

期期期期    日日日日：：：：    １０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））～～～～５５５５日日日日（（（（月月月月）））） 

                    場場場場    所所所所：：：：    和歌山和歌山和歌山和歌山県県県県    那那那那智智智智勝勝勝勝浦町浦町浦町浦町 

神奈川県成年男女監督神奈川県成年男女監督神奈川県成年男女監督神奈川県成年男女監督・・・・コーチコーチコーチコーチ・・・・選手選手選手選手 

                        ・・・・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  

                        ・・・・監督兼大将監督兼大将監督兼大将監督兼大将：：：：笠村笠村笠村笠村    浩浩浩浩二二二二 

・・・・監督兼大将監督兼大将監督兼大将監督兼大将：：：：早津早津早津早津    理恵理恵理恵理恵  

                        ・・・・コーチコーチコーチコーチ        ：：：：小山小山小山小山    則夫則夫則夫則夫 

<成年男子成年男子成年男子成年男子> 

                        ・・・・先先先先    鋒鋒鋒鋒：：：：杉山杉山杉山杉山    颯太颯太颯太颯太    （（（（警警警警    察察察察    ２２２２２２２２歳歳歳歳）））） 

                        ・・・・次次次次    鋒鋒鋒鋒：：：：浦浦浦浦川川川川伸一朗伸一朗伸一朗伸一朗    （（（（警警警警    察察察察    ２８２８２８２８歳歳歳歳）））） 

                        ・・・・中中中中    堅堅堅堅：：：：北北北北条条条条    忠臣忠臣忠臣忠臣    （（（（警警警警    察察察察    ３８３８３８３８歳歳歳歳）））） 

                        ・・・・副副副副    将将将将：：：：辻山辻山辻山辻山    和良和良和良和良    （（（（警警警警    察察察察    ４７４７４７４７歳歳歳歳））））     

                        ・・・・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    ６３６３６３６３歳歳歳歳）））） 
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<成年女子成年女子成年女子成年女子> 

                        ・・・・先先先先    鋒鋒鋒鋒：：：：堀堀堀堀    佳佳佳佳奈美奈美奈美奈美    （（（（会社員会社員会社員会社員    ２５２５２５２５歳歳歳歳）））） 

                        ・・・・中中中中    堅堅堅堅：：：：平平平平野野野野    晴晴晴晴子子子子    （（（（主主主主    婦婦婦婦    ３９３９３９３９歳歳歳歳）））） 

                        ・・・・大大大大    将将将将：：：：早津早津早津早津    理恵理恵理恵理恵    （（（（主主主主    婦婦婦婦    ４３４３４３４３歳歳歳歳）））） 

 

④④④④    第第第第５７５７５７５７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         

                期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    京京京京都市都市都市都市総合運動公園内総合運動公園内総合運動公園内総合運動公園内ハンナリーズアリーナハンナリーズアリーナハンナリーズアリーナハンナリーズアリーナ     

                派遣派遣派遣派遣者者者者：：：：    １１１１１１１１名名名名 

                監監監監    督督督督                戸塚戸塚戸塚戸塚    義孝義孝義孝義孝（（（（神奈川県立大神奈川県立大神奈川県立大神奈川県立大和和和和南高等学南高等学南高等学南高等学校校校校）））） 

                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（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立横須賀横須賀横須賀横須賀高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

            全全全全国国国国理事理事理事理事                十十十十川川川川    英一英一英一英一（（（（中中中中央央央央大学大学大学大学附属横浜附属横浜附属横浜附属横浜中学中学中学中学校校校校）））） 

 

                団団団団    体体体体    大将大将大将大将    小山小山小山小山    則夫則夫則夫則夫（（（（桐光桐光桐光桐光学学学学園園園園高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

                                副将副将副将副将    有馬有馬有馬有馬    裕裕裕裕史史史史（（（（神奈川県立厚木東高等学神奈川県立厚木東高等学神奈川県立厚木東高等学神奈川県立厚木東高等学校校校校）））） 

                                中堅中堅中堅中堅    天野天野天野天野        聡聡聡聡（（（（東海大学東海大学東海大学東海大学）））） 

                                次鋒次鋒次鋒次鋒    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学大学大学大学）））） 

                                先鋒先鋒先鋒先鋒    川川川川村村村村    剛剛剛剛士士士士（（（（横浜横浜横浜横浜市立岡津中学市立岡津中学市立岡津中学市立岡津中学校校校校）））） 

 

                個個個個    人人人人    義義義義務教育務教育務教育務教育のののの部部部部            小小小小田田田田野倫也野倫也野倫也野倫也（（（（山山山山手学手学手学手学院院院院中学中学中学中学校校校校）））） 

                                高高高高・・・・大大大大・・・・教教教教委委委委のののの部部部部    朝比朝比朝比朝比奈奈奈奈一一一一生生生生（（（（神奈川県立大和東高等学校神奈川県立大和東高等学校神奈川県立大和東高等学校神奈川県立大和東高等学校）））） 

                                女女女女    子子子子    のののの    部部部部        山口山口山口山口    美美美美紀紀紀紀（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立霧霧霧霧がががが丘丘丘丘高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

 

（（（（９９９９））））大大大大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         

                ①①①①    第第第第１６１６１６１６回回回回世界世界世界世界剣道選手権大会剣道選手権大会剣道選手権大会剣道選手権大会 

                        期期期期    日日日日：：：：５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日）））） 

                        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 

                    ＜＜＜＜男子男子男子男子団団団団体体体体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    日日日日    本本本本     

                                                選選選選    手手手手    勝見勝見勝見勝見    洋介洋介洋介洋介（（（（県県県県    警警警警）））） 

                    ＜＜＜＜女子女子女子女子団団団団体体体体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    日日日日    本本本本 

                                                監監監監    督督督督    宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕（（（（県県県県    警警警警）））） 

                                                選選選選    手手手手    松松松松本本本本    弥弥弥弥月月月月（（（（県県県県    警警警警）））） 

                    ＜＜＜＜女子女子女子女子個個個個人人人人＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    松松松松本本本本    弥弥弥弥月月月月（（（（県県県県    警警警警）））） 

     

                ②②②②  第第第第６６６６２２２２回関東高等学回関東高等学回関東高等学回関東高等学校校校校剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会         

                        期期期期    日日日日：：：：    ６６６６月月月月５５５５（（（（金金金金）～）～）～）～７７７７日日日日（（（（日日日日）））） 

場場場場    所所所所：：：：    千葉千葉千葉千葉県県県県    千葉千葉千葉千葉ポートアリーナポートアリーナポートアリーナポートアリーナ 

＜＜＜＜男子男子男子男子団団団団体体体体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    埼玉栄埼玉栄埼玉栄埼玉栄（（（（埼玉埼玉埼玉埼玉））））２２２２(代代代代)－－－－２２２２土土土土浦湖浦湖浦湖浦湖北北北北(茨茨茨茨城城城城) 

                    ＜＜＜＜女子女子女子女子団団団団体体体体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    守守守守    谷谷谷谷 (茨茨茨茨城城城城)     ３３３３    －－－－１１１１  桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園 
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＜＜＜＜男子男子男子男子個個個個人人人人＞＞＞＞    三三三三    位位位位        竹竹竹竹ノノノノ内尚希内尚希内尚希内尚希（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

                     ベストベストベストベスト８８８８    伊伊伊伊藤藤藤藤    謙剛謙剛謙剛謙剛（（（（慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾）））） 

＜＜＜＜女子女子女子女子個個個個人人人人＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝        鈴鈴鈴鈴木木木木    樺映樺映樺映樺映（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

                    ベストベストベストベスト８８８８    木木木木村村村村日日日日向向向向子子子子（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

                  ＜＜＜＜女子優女子優女子優女子優秀秀秀秀選手選手選手選手賞賞賞賞＞＞＞＞            鈴鈴鈴鈴木木木木    樺映樺映樺映樺映（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

 

                 ③③③③    第第第第３７３７３７３７回全日本高回全日本高回全日本高回全日本高齢齢齢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）））） 

            期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月８８８８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                         

                    ＜＜＜＜男子男子男子男子団団団団体体体体＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 

                    ＜＜＜＜女子女子女子女子団団団団体体体体＞＞＞＞    準準準準優勝優勝優勝優勝    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 

                    ＜＜＜＜男子男子男子男子個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞ 

                    ＜＜＜＜寿寿寿寿ＢＢＢＢ80～～～～84歳歳歳歳＞＞＞＞    三三三三    位位位位    三三三三上上上上        孔孔孔孔（（（（海海海海老老老老名名名名）））） 

                    ＜＜＜＜ＣＣＣＣ組組組組 55～～～～64歳歳歳歳＞＞＞＞  三三三三    位位位位    小小小小川川川川    亜亜亜亜土土土土（（（（伊勢原伊勢原伊勢原伊勢原）））） 

                    ＜＜＜＜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    森森森森        泰泰泰泰子子子子（（（（相模原相模原相模原相模原）））） 

                                                         三三三三    位位位位    坂坂坂坂入入入入    修修修修子子子子（（（（海海海海老老老老名名名名）））） 

 

（（（（１０１０１０１０））））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                             

 

            ①①①①平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度    前前前前期期期期    剣道剣道剣道剣道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    ７７７７ 

 

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

①①①①     平成平成平成平成 27・・・・28 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役役役役員名簿員名簿員名簿員名簿のののの配布配布配布配布についてについてについてについて 

②②②②     連連連連絡絡絡絡用用用用メールアドレスがメールアドレスがメールアドレスがメールアドレスが変更変更変更変更にににになったなったなったなった支部支部支部支部はははは、、、、 

アドレスとアドレスとアドレスとアドレスと担当担当担当担当者名者名者名者名ををををおおおお知知知知ららららせせせせくださいくださいくださいください。。。。     

（（（（jimukyoku@kanagawa-kenren.com宛宛宛宛ににににそそそそのののの旨旨旨旨をををを連連連連絡絡絡絡くださいくださいくださいください）））） 

③③③③ 7 月月月月４４４４日日日日（（（（土土土土））））開催開催開催開催のののの全日本女子県予選会全日本女子県予選会全日本女子県予選会全日本女子県予選会のののの受付受付受付受付けけけけ時時時時間間間間とととと開会時開会時開会時開会時間間間間がががが 

要項要項要項要項とととと申込書申込書申込書申込書でででで異異異異なっなっなっなっておりましておりましておりましておりましたたたた。。。。 

正正正正しくしくしくしくはははは要項要項要項要項のののの通通通通りでりでりでりで、、、、９９９９：：：：００００００００受付受付受付受付、、、、９９９９：：：：３０３０３０３０開会開会開会開会ですですですです。。。。 

④④④④     次回理事会次回理事会次回理事会次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１１１１６６６６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     

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 

 

 

            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、、、、秦野秦野秦野秦野市市市市支部支部支部支部ですですですです。。。。 

 

                                    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。。。。 

                                     

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 


