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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７７７７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１１１１１１１１月月月月１１１１２２２２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 

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                         

監事出席数監事出席数監事出席数監事出席数                        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 

                                                                              都都都都 筑筑筑筑 区区区区支部支部支部支部                                            印印印印 

 

                                                                                津津津津 久久久久 井井井井支支支支部部部部                                            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 

 

（（（（１１１１））））平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度 第第第第２２２２１１１１回回回回 剣道有功賞剣道有功賞剣道有功賞剣道有功賞 受受受受賞者賞者賞者賞者についてについてについてについて     

・・・・林林林林        紘男紘男紘男紘男    （（（（中中中中    区区区区・・・・７３７３７３７３歳歳歳歳））））中区剣道連盟理事長中区剣道連盟理事長中区剣道連盟理事長中区剣道連盟理事長                         

・・・・吉續吉續吉續吉續    干城干城干城干城    （（（（栄栄栄栄    区区区区・・・・７１７１７１７１歳歳歳歳））））神奈川県剣道連盟相談役神奈川県剣道連盟相談役神奈川県剣道連盟相談役神奈川県剣道連盟相談役 

＊＊＊＊表彰表彰表彰表彰はははは平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１１１１月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（木木木木））））理事会理事会理事会理事会終了終了終了終了後後後後のののの新年会新年会新年会新年会においてにおいてにおいてにおいて行行行行いますいますいますいます。。。。 

 

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２２２２７７７７年度少年剣道教育奨励賞年度少年剣道教育奨励賞年度少年剣道教育奨励賞年度少年剣道教育奨励賞 受賞団体受賞団体受賞団体受賞団体についてについてについてについて（（（（受賞受賞受賞受賞１７１７１７１７団体団体団体団体）））） 

・・・・横浜横浜横浜横浜あすかあすかあすかあすか幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園（（（（緑区緑区緑区緑区））））                        ・・・・中央中央中央中央マドカマドカマドカマドカ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園（（（（伊勢原伊勢原伊勢原伊勢原市市市市））））        

・・・・湘南湘南湘南湘南やまゆりやまゆりやまゆりやまゆり第二幼稚園第二幼稚園第二幼稚園第二幼稚園（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎市市市市））））    ・・・・横浜横浜横浜横浜みずほみずほみずほみずほ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園（（（（都筑区都筑区都筑区都筑区））））    

・・・・横浜黎明幼稚園横浜黎明幼稚園横浜黎明幼稚園横浜黎明幼稚園（（（（都筑区都筑区都筑区都筑区））））                        ・・・・湘南湘南湘南湘南やまゆりやまゆりやまゆりやまゆり幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎市市市市））））    

・・・・宮城野剣道部宮城野剣道部宮城野剣道部宮城野剣道部（（（（小田原小田原小田原小田原））））                            ・・・・二宮剣道部二宮剣道部二宮剣道部二宮剣道部（（（（中郡中郡中郡中郡））））    

・・・・東林間剣道部東林間剣道部東林間剣道部東林間剣道部（（（（相模原相模原相模原相模原市市市市））））                        ・・・・茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎剣心会崎剣心会崎剣心会崎剣心会（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎市市市市））））    

・・・・平戸剣友会平戸剣友会平戸剣友会平戸剣友会（（（（戸塚区戸塚区戸塚区戸塚区））））                                ・・・・三三三三ヶヶヶヶ木剣友会木剣友会木剣友会木剣友会（（（（相模原相模原相模原相模原市市市市））））    

・・・・大和修武剣友会大和修武剣友会大和修武剣友会大和修武剣友会（（（（大和大和大和大和市市市市））））                        ・・・・星武館星野道場星武館星野道場星武館星野道場星武館星野道場（（（（川崎川崎川崎川崎市市市市））））    

・・・・荻野剣親会荻野剣親会荻野剣親会荻野剣親会（（（（厚木厚木厚木厚木））））                                    ・・・・足柄錬心館足柄錬心館足柄錬心館足柄錬心館（（（（南足柄南足柄南足柄南足柄市市市市））））    

・・・・大塚台剣士育心会大塚台剣士育心会大塚台剣士育心会大塚台剣士育心会（（（（横須賀横須賀横須賀横須賀））））    

    

①①①① 受賞団体受賞団体受賞団体受賞団体にはにはにはには受賞決定受賞決定受賞決定受賞決定をををを会長名会長名会長名会長名でメールでメールでメールで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。。。。 

②②②②  賞状賞状賞状賞状・・・・手拭手拭手拭手拭いいいい（（（（揮毫入揮毫入揮毫入揮毫入りりりり、、、、３０３０３０３０本本本本））））・・・・剣道人剣道人剣道人剣道人バッヂバッヂバッヂバッヂ（（（（５５５５個個個個））））はははは 

                １１１１２２２２月理事会月理事会月理事会月理事会でででで渡渡渡渡すすすす。。。。         
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（（（（３３３３））））かながわスポーツシニアフェスタかながわスポーツシニアフェスタかながわスポーツシニアフェスタかながわスポーツシニアフェスタ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 

                    日日日日    時時時時：：：：    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））    於於於於：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

        主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶：：：：    神奈川県高齢社会課神奈川県高齢社会課神奈川県高齢社会課神奈川県高齢社会課            大内大内大内大内        隼隼隼隼    様様様様 

大会委員長大会委員長大会委員長大会委員長：：：：    幸野幸野幸野幸野        實實實實    副会長副会長副会長副会長     

        大会副委員長大会副委員長大会副委員長大会副委員長：：：：    岩尾岩尾岩尾岩尾    征夫征夫征夫征夫    常任理事常任理事常任理事常任理事 

                    審判長審判長審判長審判長：：：：    吉野吉野吉野吉野    照雄照雄照雄照雄    先生先生先生先生 

                参加者参加者参加者参加者：：：：    ３０４３０４３０４３０４名名名名（（（（大会役員大会役員大会役員大会役員・・・・係員係員係員係員６３６３６３６３名名名名    選手選手選手選手２４１２４１２４１２４１名名名名）））） 

                選選選選    手手手手：：：：    ５８５８５８５８歳歳歳歳～～～～６５６５６５６５歳未満歳未満歳未満歳未満    ６９６９６９６９名名名名 

６５６５６５６５歳歳歳歳～～～～７０７０７０７０未満未満未満未満        ７７７７７７７７名名名名 

７０７０７０７０歳以上歳以上歳以上歳以上                    ９５９５９５９５名名名名 

                    高齢出場者高齢出場者高齢出場者高齢出場者：：：：７７７７名名名名（（（（８０８０８０８０歳以上歳以上歳以上歳以上））））    最高齢最高齢最高齢最高齢：：：：石井石井石井石井    武次選手武次選手武次選手武次選手（（（（９１９１９１９１歳歳歳歳）））） 

 

（（（（４４４４））））剣道研究会剣道研究会剣道研究会剣道研究会（（（（講話講話講話講話））））についてについてについてについて                                                                     

            期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））９９９９時受付時受付時受付時受付    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：：：：    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：：：：午前午前午前午前のののの部部部部    教士教士教士教士    宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕    先生先生先生先生 

                                                    「「「「第第第第１６１６１６１６回回回回世界世界世界世界剣道選手剣道選手剣道選手剣道選手権権権権大会大会大会大会をををを終終終終ええええてててて」」」」 

 

午後午後午後午後のののの部部部部    範範範範士士士士    中中中中里里里里        誠誠誠誠    先生先生先生先生    「「「「剣道講話剣道講話剣道講話剣道講話」」」」 

                                                        真真真真剣剣剣剣にににに潜潜潜潜めるめるめるめる「「「「氣氣氣氣のののの威力威力威力威力
ち か ら

」」」」 

 

（（（（５５５５））））第第第第６６６６２２２２回神奈川県剣道大会回神奈川県剣道大会回神奈川県剣道大会回神奈川県剣道大会のののの模模模模範範範範演演演演武武武武にににについてついてついてついて                 

期期期期    日日日日：：：：    １２１２１２１２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        開会開会開会開会式式式式９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分 

                場場場場    所所所所：：：：    神奈川県立武道館神奈川県立武道館神奈川県立武道館神奈川県立武道館 

                演演演演    武武武武：：：：    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県警察特別訓練警察特別訓練警察特別訓練警察特別訓練員員員員にににによるよるよるよる演演演演武武武武及及及及びびびび少年少年少年少年指導指導指導指導 

 

（（（（６６６６））））第第第第６６６６４４４４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剣道剣道剣道優勝優勝優勝優勝大会大会大会大会県県県県予予予予選会選会選会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    １１１１ 

                期期期期    日日日日：：：：    平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１１１１月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（土土土土）））） 

                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 

            申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに参加参加参加参加料料料料をををを添添添添ええええてててて現金書留現金書留現金書留現金書留等等等等でででで 

各各各各支部支部支部支部一括一括一括一括でででで事事事事務局必着務局必着務局必着務局必着 

                参加参加参加参加料料料料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円 

会場係員会場係員会場係員会場係員：：：：    下記下記下記下記    １２１２１２１２支部支部支部支部かかかからららら各各各各１１１１名名名名のののの派遣派遣派遣派遣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。。。。 

伊勢原市伊勢原市伊勢原市伊勢原市、、、、綾瀬綾瀬綾瀬綾瀬市市市市、、、、川崎市川崎市川崎市川崎市、、、、横須賀横須賀横須賀横須賀、、、、平塚市平塚市平塚市平塚市、、、、鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉、、、、藤沢藤沢藤沢藤沢市市市市、、、、 

茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市崎市崎市崎市、、、、中郡中郡中郡中郡、、、、小田原小田原小田原小田原、、、、南足柄市南足柄市南足柄市南足柄市 、、、、相模原市相模原市相模原市相模原市 
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（（（（７７７７））））第第第第１１１１４４４４回神奈川県剣道回神奈川県剣道回神奈川県剣道回神奈川県剣道祭祭祭祭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    ２２２２ 

期期期期    日日日日：：：：    平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年３３３３月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））受付受付受付受付８８８８時時時時４５４５４５４５分分分分、、、、開会式開会式開会式開会式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                                  

            参加参加参加参加資格資格資格資格：：：：    剣道剣道剣道剣道五段五段五段五段以上以上以上以上 

      申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：    平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１１１１月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（木木木木））））理事会理事会理事会理事会当当当当日日日日までにまでにまでにまでに郵送郵送郵送郵送等等等等でででで 

                            申申申申しししし込込込込んんんんででででくださくださくださくださいいいい。。。。 

            参加参加参加参加料料料料：：：：    一一一一人人人人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円 

※ 支部支部支部支部一括一括一括一括して２して２して２して２月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（木木木木））））事事事事務局務局務局務局長会議長会議長会議長会議までにまでにまでにまでに納納納納入入入入ののののことことことこと。（。（。（。（厳守厳守厳守厳守）））） 

警備警備警備警備係員係員係員係員：：：：栄区栄区栄区栄区、、、、港港港港南区南区南区南区、、、、旭旭旭旭区区区区、、、、瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷区区区区かかかからららら各一各一各一各一名名名名派遣派遣派遣派遣してしてしてして下下下下ささささいいいい。。。。 

 

（（（（８８８８））））第第第第１１１１回回回回女子女子女子女子剣道剣道剣道剣道指導法指導法指導法指導法講講講講習習習習会開催会開催会開催会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 

                期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））２２２２日間日間日間日間 

                会会会会    場場場場：：：：Bｕｍｂｕｍｂｕｍｂｕｍｂ東東東東京京京京スポーツスポーツスポーツスポーツ文化文化文化文化館館館館 

                主主主主    催催催催：：：：全全全全日本剣道連盟日本剣道連盟日本剣道連盟日本剣道連盟 

                受講受講受講受講資格資格資格資格：：：：県剣連県剣連県剣連県剣連登登登登録会員録会員録会員録会員でででで、、、、剣道剣道剣道剣道五段五段五段五段以上以上以上以上のののの女子女子女子女子 

                申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：申込書及申込書及申込書及申込書及びびびび宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費、、、、食食食食事事事事代代代代をををを現金書留等現金書留等現金書留等現金書留等にてにてにてにて 

                                            平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））県理事会県理事会県理事会県理事会のののの日日日日までまでまでまで 

                                     

（（（（９９９９））））大会大会大会大会・・・・審審審審査査査査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４２４２４２４２回回回回全全全全日本日本日本日本杖杖杖杖道大会道大会道大会道大会 

                    期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：神戸市立中央体育館神戸市立中央体育館神戸市立中央体育館神戸市立中央体育館 

                    優優優優    勝勝勝勝    四段四段四段四段のののの部部部部    ルーシー・アールーシー・アールーシー・アールーシー・アーリリリリーーーー（（（（川崎川崎川崎川崎市市市市））））    清水清水清水清水    裕子裕子裕子裕子（（（（鶴見鶴見鶴見鶴見区区区区）））） 

                    準優準優準優準優勝勝勝勝    七段七段七段七段のののの部部部部    平原平原平原平原    喜孝喜孝喜孝喜孝（（（（鶴見鶴見鶴見鶴見区区区区））））    時任時任時任時任    晴美晴美晴美晴美（（（（相模原相模原相模原相模原市市市市）））） 

                    優秀優秀優秀優秀賞賞賞賞    三三三三段段段段のののの部部部部    森島森島森島森島    康文康文康文康文（（（（鶴見鶴見鶴見鶴見区区区区））））    矢矢矢矢崎崎崎崎    貴紀貴紀貴紀貴紀（（（（鶴見鶴見鶴見鶴見区区区区）））） 

                                                        土土土土屋屋屋屋    智智智智和和和和（（（（鶴見鶴見鶴見鶴見区区区区））））    佐々佐々佐々佐々木木木木    隆隆隆隆（（（（相模原相模原相模原相模原市市市市）））） 

                                    初段初段初段初段のののの部部部部    見留見留見留見留    勝義勝義勝義勝義（（（（厚木厚木厚木厚木））））        堀堀堀堀        義典義典義典義典（（（（厚木厚木厚木厚木）））） 

 

                ②②②②    第第第第３３３３３３３３回回回回全国全国全国全国道場道場道場道場対抗対抗対抗対抗剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会 

                    期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：栃栃栃栃木県立県南体育館木県立県南体育館木県立県南体育館木県立県南体育館 

                            優優優優    勝勝勝勝    正正正正栄館栄館栄館栄館磯磯磯磯部道場部道場部道場部道場 

                                監監監監督督督督    磯磯磯磯部部部部    政博政博政博政博 

                                先先先先鋒鋒鋒鋒    杉杉杉杉本本本本    烈輝烈輝烈輝烈輝 

                                次次次次鋒鋒鋒鋒    増増増増田田田田    ロイロイロイロイ 

                                中中中中堅堅堅堅    鈴鈴鈴鈴木木木木賢太郎賢太郎賢太郎賢太郎 

                                副副副副将将将将    北条北条北条北条    忠臣忠臣忠臣忠臣 

                                大大大大将将将将    北条北条北条北条    将臣将臣将臣将臣 

                            小小小小学学学学生個人生個人生個人生個人のののの部部部部            準優勝準優勝準優勝準優勝    杉杉杉杉本本本本    烈輝烈輝烈輝烈輝（（（（正正正正栄館栄館栄館栄館磯磯磯磯部道場部道場部道場部道場）））） 

                            小小小小学学学学生生生生女子女子女子女子個人個人個人個人のののの部部部部    準優勝準優勝準優勝準優勝    岸岸岸岸本本本本彩花音彩花音彩花音彩花音（（（（川崎川崎川崎川崎御御御御幸剣友会幸剣友会幸剣友会幸剣友会）））） 
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                ③③③③    第第第第２８２８２８２８回回回回全国健康福祉祭全国健康福祉祭全国健康福祉祭全国健康福祉祭剣道剣道剣道剣道交流交流交流交流大会大会大会大会（（（（ねんねんねんねんりりりりんピんピんピんピッッッックククク）））） 

                    期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～１９１９１９１９日日日日（（（（月月月月）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：山口山口山口山口県県県県防府防府防府防府市市市市    ソソソソルルルルトトトトアアアアリリリリーーーーナナナナ防府防府防府防府 

                    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    ３３３３－－－－１１１１    福岡福岡福岡福岡市市市市 

                    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    ３３３３－－－－１１１１    京京京京都市都市都市都市    ２２２２勝勝勝勝    ５５５５チチチチーーーームムムム中中中中２２２２位位位位 

 

                    横浜市横浜市横浜市横浜市                                        ２２２２勝勝勝勝    ４４４４チチチチーーーームムムム中中中中２２２２位位位位 

                         

                    川崎市川崎市川崎市川崎市                                        １１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗    ４４４４チチチチーーーームムムム中中中中３３３３位位位位 

                         

                    相模原市相模原市相模原市相模原市                                    １１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗    ４４４４チチチチーーーームムムム中中中中３３３３位位位位 

         

④④④④    第第第第５０５０５０５０回回回回全全全全日本日本日本日本居合居合居合居合道大会道大会道大会道大会                         

                    期期期期    日日日日：：：：    １０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：    福岡福岡福岡福岡県県県県    アアアアククククシシシシオンオンオンオン福岡福岡福岡福岡 

                        ＜＜＜＜団体団体団体団体のののの部部部部＞＞＞＞        第三第三第三第三位位位位    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 

                        ＜＜＜＜六六六六段段段段のののの部部部部＞＞＞＞        第三第三第三第三位位位位    原田原田原田原田    渡渡渡渡（（（（海老海老海老海老名市名市名市名市）））） 

 

                ⑤⑤⑤⑤    第第第第１４１４１４１４回宮本武回宮本武回宮本武回宮本武蔵顕蔵顕蔵顕蔵顕彰彰彰彰女子女子女子女子剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会「「「「おおおお通杯通杯通杯通杯」」」」 

                    期期期期    日日日日：：：：    １０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：    岡山岡山岡山岡山県県県県    武武武武蔵蔵蔵蔵武道館武道館武道館武道館 

個人個人個人個人戦戦戦戦（（（（６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの部部部部））））    優勝優勝優勝優勝    星野星野星野星野    敬子敬子敬子敬子（（（（川崎川崎川崎川崎市市市市）））） 

 

                ⑥⑥⑥⑥    第第第第６３６３６３６３回回回回全全全全日本剣道選手日本剣道選手日本剣道選手日本剣道選手権権権権大会大会大会大会 

                    期期期期    日日日日：：：：１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（火火火火・・・・祝祝祝祝）））） 

                    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 

                    準優勝準優勝準優勝準優勝        勝見勝見勝見勝見    洋介洋介洋介洋介（（（（県県県県警警警警）））） 

1 回回回回戦戦戦戦    勝見勝見勝見勝見    洋介洋介洋介洋介            メメメメ    ――――                    後木後木後木後木    顕顕顕顕人人人人（（（（北海北海北海北海道道道道）））） 

                        ２２２２回回回回戦戦戦戦                                ココココココココ    ――――    ココココ            米屋米屋米屋米屋    勇一勇一勇一勇一（（（（埼玉埼玉埼玉埼玉）））） 

                        ３３３３回回回回戦戦戦戦                                    ココココ    ――――                    竹竹竹竹ノノノノ内内内内佑也佑也佑也佑也（（（（福岡福岡福岡福岡）））） 

                        ４４４４回回回回戦戦戦戦                                    メメメメ    ――――                    笹笹笹笹川川川川    哲哲哲哲平平平平（（（（佐佐佐佐賀賀賀賀）））） 

                        準準準準決決決決勝勝勝勝                                メメメメメメメメ    ――――                    竹下竹下竹下竹下    洋洋洋洋平平平平（（（（大分大分大分大分）））） 

                        決決決決    勝勝勝勝                                            ――――    メメメメメメメメ        西村西村西村西村    英英英英久久久久（（（（熊熊熊熊本本本本）））） 

 

                    ベベベベスススストトトト８８８８    高高高高見見見見        優優優優（（（（県県県県警警警警）））） 

１１１１回回回回戦戦戦戦    高高高高見見見見        優優優優            メメメメ    ――――                    小小小小山山山山    秀弥秀弥秀弥秀弥（（（（長野長野長野長野）））） 

                        ２２２２回回回回戦戦戦戦                                    メメメメ    ――――                    本間本間本間本間    将光将光将光将光（（（（埼玉埼玉埼玉埼玉）））） 

                        ３３３３回回回回戦戦戦戦                                    メメメメ    ――――                    北浦北浦北浦北浦    裕介裕介裕介裕介（（（（長崎長崎長崎長崎）））） 

                        ４４４４回回回回戦戦戦戦                                    ココココ    ――――    メメメメメメメメ        梅梅梅梅ヶヶヶヶ谷谷谷谷    翔翔翔翔（（（（福岡福岡福岡福岡）））） 
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                ⑦⑦⑦⑦    居合居合居合居合道道道道六六六六・・・・七段七段七段七段審審審審査査査査会会会会結果結果結果結果     

                期期期期    日日日日：：：：１１１１１１１１月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：江江江江戸川戸川戸川戸川スポーツスポーツスポーツスポーツセンセンセンセンターターターター 

 

                        ＜＜＜＜七段七段七段七段＞＞＞＞    合格合格合格合格者者者者        １１１１名名名名                  須須須須永永永永    良子良子良子良子（（（（海老海老海老海老名名名名市市市市）））） 

 

                        ＜＜＜＜六段六段六段六段＞＞＞＞    合格合格合格合格者者者者    １２１２１２１２名名名名 

                                            中野中野中野中野    陵陵陵陵真真真真（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市））））            石塚石塚石塚石塚    裕子裕子裕子裕子（（（（中中中中    区区区区）））） 

                                            関根関根関根関根    洋一洋一洋一洋一（（（（小田原小田原小田原小田原））））            土土土土屋屋屋屋        誠誠誠誠（（（（鶴鶴鶴鶴見見見見区区区区）））） 

                                            河合河合河合河合        聖聖聖聖（（（（海老海老海老海老名名名名市市市市））））        松松松松本本本本    信信信信一一一一（（（（港港港港北北北北区区区区）））） 

                                            森森森森        和生和生和生和生（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎市市市市））））        北北北北原原原原    英英英英二二二二（（（（小田原小田原小田原小田原）））） 

                                            高高高高橋橋橋橋    林林林林子子子子（（（（藤藤藤藤沢沢沢沢市市市市））））            佐佐佐佐野野野野        肇肇肇肇（（（（緑緑緑緑    区区区区）））） 

                                            荒荒荒荒木木木木    敬敬敬敬夫夫夫夫（（（（青青青青葉葉葉葉区区区区））））            牧牧牧牧野野野野留美子留美子留美子留美子（（（（中中中中    区区区区）））） 

 

 

（（（（１１１１００００））））報告報告報告報告・・・・連連連連絡絡絡絡事事事事項項項項                                                                         

①①①①    第第第第１１１１４４４４回剣道回剣道回剣道回剣道文化文化文化文化講講講講演演演演会会会会についてについてについてについて                                                    別別別別      紙紙紙紙 

                    開催日開催日開催日開催日：：：：平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１２１２１２１２月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土）））） 

                    時時時時    間間間間：：：：１１１１３３３３：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：１１１１５５５５            開場開場開場開場１１１１２２２２：：：：３０３０３０３０ 

                  場場場場    所所所所：：：：ベベベベルルルルササササールールールール飯飯飯飯田田田田橋橋橋橋フフフファァァァースースースーストトトト         

講講講講演演演演者者者者：：：：渡渡渡渡辺辺辺辺    正正正正行行行行（（（（タタタタレレレレントントントント・・・・俳俳俳俳優優優優）））） 

          演演演演    題題題題：：：：「「「「わがわがわがわが人生人生人生人生とととと剣道剣道剣道剣道とととと」」」」 

 

②②②②     全全全全剣連剣連剣連剣連    平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度    剣道剣道剣道剣道カカカカレレレレンンンンダダダダーのーのーのーの頒布頒布頒布頒布についてについてについてについて 

                    １１１１部部部部１１１１，，，，００００００００００００円円円円を５００を５００を５００を５００円円円円でででで、、、、１１１１枚枚枚枚ももももののののはははは各各各各支部支部支部支部１１１１部部部部（（（（無償無償無償無償）））） 

 

③③③③     平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年度支部行事度支部行事度支部行事度支部行事予予予予定定定定書等書等書等書等（（（（１０１０１０１０月理事会月理事会月理事会月理事会でででで配付配付配付配付済済済済みみみみ））））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                                        

・・・・ 平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度    支部行事支部行事支部行事支部行事予予予予定定定定書書書書                             

                ・・・・ 平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館利用希望利用希望利用希望利用希望申込書申込書申込書申込書     

 

              提提提提出日出日出日出日：：：：１１１１１１１１月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに県連事県連事県連事県連事務局務局務局務局にににに FAX またはまたはまたはまたは、、、、郵送郵送郵送郵送等等等等にてにてにてにて 

                            おおおお送送送送りりりりくださくださくださくださいいいい。（。（。（。（厳守厳守厳守厳守）））） 
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④④④④     平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１１１１月理事会月理事会月理事会月理事会のののの日日日日程程程程とととと新年会新年会新年会新年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 

期期期期    日日日日：：：：    平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１１１１月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～     

場場場場    所所所所：：：：    新横浜新横浜新横浜新横浜国国国国際際際際ホテホテホテホテルルルル 

※※※※６６６６時時時時かかかかららららのののの理事会理事会理事会理事会    終了後終了後終了後終了後にににに    新年会新年会新年会新年会をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 

                新年会新年会新年会新年会参加者参加者参加者参加者：：：：２２２２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、、、、３３３３人人人人目目目目かかかかららららはははは 

                                        一一一一人人人人５５５５，，，，００００００００００００円円円円をいたをいたをいたをいただだだだききききますますますます。。。。 

                    申込締切申込締切申込締切申込締切日日日日：：：：１２１２１２１２月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに    参加参加参加参加申込書申込書申込書申込書    別別別別        紙紙紙紙    をををを 

                    添添添添ええええてててて、、、、３３３３人人人人目目目目かかかかららららのののの方方方方のののの参加参加参加参加費費費費５５５５，，，，００００００００００００円円円円××××人数分人数分人数分人数分をををを現金書留等現金書留等現金書留等現金書留等にてにてにてにて    

                    県連事県連事県連事県連事務局務局務局務局におにおにおに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。。。。    

                     

                    ※※※※    おおおお支支支支払払払払いいいい後後後後のののの返返返返金金金金はいたしまはいたしまはいたしまはいたしませせせせんんんん。。。。 

                            欠欠欠欠席者席者席者席者がががが出出出出たたたた場場場場合合合合はははは、、、、各各各各支部支部支部支部でででで責責責責任任任任をををを持持持持っっっってててて補充補充補充補充願願願願いますいますいますいます。。。。 

 

 

⑤⑤⑤⑤  １２１２１２１２月月月月のののの理事会理事会理事会理事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：：：：    １２１２１２１２月月月月１１１１００００日日日日（（（（木木木木））））    午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～ 

     場場場場    所所所所：：：：    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         

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    県県県県警察警察警察警察支部支部支部支部、、、、座座座座間間間間市市市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 

 

 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 


