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平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度 

第第第第５５５５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２２２２８８８８年年年年９９９９月月月月８８８８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 

                                                                                金沢区金沢区金沢区金沢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））））平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度    少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞のののの候補候補候補候補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 

                候補数候補数候補数候補数：：：：１１１１７７７７団体団体団体団体（（（（昨年昨年昨年昨年は１７は１７は１７は１７団体団体団体団体））））                 

 

 
（（（（２２２２））））剣道六剣道六剣道六剣道六・・・・七段受審者講習会七段受審者講習会七段受審者講習会七段受審者講習会 

            期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月１０１０１０１０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分分分分開会開会開会開会 

            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 

受審者受審者受審者受審者：：：：六段六段六段六段    ５５５５６６６６名名名名、、、、    七段七段七段七段    ２２２２８８８８名名名名        計計計計８４８４８４８４名名名名 

講講講講    師師師師：：：：佐藤佐藤佐藤佐藤    正二正二正二正二        田島東海男田島東海男田島東海男田島東海男        三宅三宅三宅三宅        一一一一 

小山小山小山小山    則夫則夫則夫則夫        吉野吉野吉野吉野    照雄照雄照雄照雄        髙野髙野髙野髙野        力力力力 

     

 

（（（（３３３３））））第第第第６２６２６２６２回回回回    全日本東西対抗剣道大会出場者全日本東西対抗剣道大会出場者全日本東西対抗剣道大会出場者全日本東西対抗剣道大会出場者についてについてについてについて         

            期期期期    日日日日：：：：    ９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日）））） 

会会会会    場場場場：：：：    福島県郡山市福島県郡山市福島県郡山市福島県郡山市 

            出場者出場者出場者出場者：：：：    「「「「東軍東軍東軍東軍    １４１４１４１４将将将将」」」」    辻山辻山辻山辻山    和良和良和良和良 

                                「「「「東軍東軍東軍東軍    ２６２６２６２６将将将将」」」」    髙鍋髙鍋髙鍋髙鍋        進進進進 

           【【【【女子女子女子女子のののの部部部部】「】「】「】「東軍東軍東軍東軍    先鋒先鋒先鋒先鋒」」」」    松本松本松本松本    弥月弥月弥月弥月 
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（（（（４４４４））））剣道剣道剣道剣道    六六六六・・・・七七七七・・・・八段審査会八段審査会八段審査会八段審査会（（（（愛知県愛知県愛知県愛知県・・・・東京都東京都東京都東京都））））についてについてについてについて     

要要要要    項項項項：：：：    各支部各支部各支部各支部あて８あて８あて８あて８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））にににに送信送信送信送信しましたしましたしましたしました。。。。 

            締切日締切日締切日締切日：：：：    ９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））事務局必着事務局必着事務局必着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。。。。 

                ＜＜＜＜愛知県地区審査会愛知県地区審査会愛知県地区審査会愛知県地区審査会＞＞＞＞ 

                        剣道七段剣道七段剣道七段剣道七段    １１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））名古屋市枇杷島名古屋市枇杷島名古屋市枇杷島名古屋市枇杷島 SC 

                        剣道六段剣道六段剣道六段剣道六段    １１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日））））名古屋市枇杷島名古屋市枇杷島名古屋市枇杷島名古屋市枇杷島 SC 

                ＜＜＜＜東京地区審査会東京地区審査会東京地区審査会東京地区審査会＞＞＞＞ 

                        剣道八段剣道八段剣道八段剣道八段    １１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（月月月月））））                日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

                        剣道八段剣道八段剣道八段剣道八段    １１１１１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））                日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

                        剣道七段剣道七段剣道七段剣道七段    １１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（祝祝祝祝・・・・水水水水））））        東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館 

                        剣道七段剣道七段剣道七段剣道七段    １１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木））））                東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館 

                        剣道六段剣道六段剣道六段剣道六段    １１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））エスフォルタアリーナエスフォルタアリーナエスフォルタアリーナエスフォルタアリーナ八王子八王子八王子八王子 

                                                                                            （（（（八王子総合体育館八王子総合体育館八王子総合体育館八王子総合体育館）））） 

 

（（（（５５５５））））第第第第１１１１１１１１回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会回全日本都道府県対抗少年剣道優勝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：：：：    ９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））             

会会会会    場場場場：：：：    大阪市大阪市大阪市大阪市    府民共済府民共済府民共済府民共済スーパーアリーナスーパーアリーナスーパーアリーナスーパーアリーナ（（（（旧旧旧旧舞洲舞洲舞洲舞洲アリーナアリーナアリーナアリーナ）））） 

            〒〒〒〒554-0042 大阪市此花区北港緑地大阪市此花区北港緑地大阪市此花区北港緑地大阪市此花区北港緑地 2 丁目丁目丁目丁目 

            ℡℡℡℡06-6460-1811 

 

 

 

                            （（（（６６６６））））剣道八段受審者研修会剣道八段受審者研修会剣道八段受審者研修会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     

期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月２４２４２４２４( 土土土土)  ９９９９時受付時受付時受付時受付        ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

    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    牧瀬牧瀬牧瀬牧瀬    憲保憲保憲保憲保        範士範士範士範士    大嶽大嶽大嶽大嶽    將文將文將文將文 

      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    田島東海男田島東海男田島東海男田島東海男        教士教士教士教士    澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢 

                立立立立    合合合合：：：：教士教士教士教士    石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦        教士教士教士教士    日髙日髙日髙日髙    徳幸徳幸徳幸徳幸        教士教士教士教士    有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史 

教士教士教士教士    山崎山崎山崎山崎    輝美輝美輝美輝美        教士教士教士教士    今里今里今里今里        学学学学        教士教士教士教士    織口織口織口織口    剛次剛次剛次剛次 

                参加者参加者参加者参加者：：：：    １１５１１５１１５１１５名名名名 

小学生小学生小学生小学生のののの部部部部 中学生中学生中学生中学生のののの部部部部 

監監監監    督督督督 新新新新倉倉倉倉    由也由也由也由也（（（（正正正正栄栄栄栄館館館館磯磯磯磯部道場部道場部道場部道場）））） 大大大大塚塚塚塚    陽介陽介陽介陽介（（（（横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立潮潮潮潮田中田中田中田中）））） 

大大大大    将将将将 新新新新倉倉倉倉    大輝大輝大輝大輝（（（（正正正正栄栄栄栄館館館館磯磯磯磯部道場部道場部道場部道場）））） 小小小小川夢希也川夢希也川夢希也川夢希也（（（（横横横横    浜浜浜浜・・・・戸塚戸塚戸塚戸塚中中中中）））） 

副副副副    将将将将 志志志志村村村村    益仁益仁益仁益仁（（（（錬錬錬錬武館武館武館武館）））） 武石武石武石武石    和輝和輝和輝和輝（（（（相模相模相模相模原原原原・・・・旭旭旭旭    中中中中）））） 

中中中中    堅堅堅堅 村田村田村田村田    朝陽朝陽朝陽朝陽（（（（剱聖剱聖剱聖剱聖館館館館）））） 飯嶋飯嶋飯嶋飯嶋    紘紘紘紘輝輝輝輝（（（（横横横横    浜浜浜浜・・・・潮潮潮潮田中田中田中田中）））） 

次次次次    鋒鋒鋒鋒 吉田吉田吉田吉田    奈央奈央奈央奈央（（（（中郡剣道中郡剣道中郡剣道中郡剣道連盟連盟連盟連盟）））） 飯飯飯飯田田田田    実佑実佑実佑実佑（（（（平平平平    塚塚塚塚・・・・浜岳浜岳浜岳浜岳中中中中）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒 葛葛葛葛西西西西    優人優人優人優人（（（（都都都都岡岡岡岡剣剣剣剣友友友友会会会会）））） 杉杉杉杉本本本本    咲妃咲妃咲妃咲妃（（（（横横横横    浜浜浜浜・・・・潮潮潮潮田中田中田中田中）））） 



3 

 

（（（（７７７７））））第第第第４１４１４１４１回県回県回県回県母母母母子剣道大会子剣道大会子剣道大会子剣道大会・・・・県東西対抗剣道大会県東西対抗剣道大会県東西対抗剣道大会県東西対抗剣道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    ２２２２ 

    期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月１１１１００００日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） ９９９９時受付時受付時受付時受付        ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

                        東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会東西対抗剣道大会         １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分受付受付受付受付    １３１３１３１３時時時時開会開会開会開会         

        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 

 

（（（（８８８８））））第第第第２９２９２９２９回全回全回全回全国健康国健康国健康国健康福福福福祉祭祉祭祉祭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（（（（ねんりんピックねんりんピックねんりんピックねんりんピック））））についてについてについてについて 

            期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））～～～～１７１７１７１７日日日日（（（（月月月月）））） 

            会会会会    場場場場：：：：長崎県長崎県長崎県長崎県五五五五島市島市島市島市 

            選手選手選手選手名名名名簿簿簿簿 

            ○○○○神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県    監督監督監督監督    岩尾岩尾岩尾岩尾    征征征征夫夫夫夫        ○○○○横浜横浜横浜横浜市市市市    監督監督監督監督    根岸根岸根岸根岸    陸陸陸陸夫夫夫夫 

                                    先鋒先鋒先鋒先鋒    加加加加茂茂茂茂田田田田博博博博文文文文                            先鋒先鋒先鋒先鋒    大大大大堀堀堀堀        浩浩浩浩 

                                    次鋒次鋒次鋒次鋒    生部生部生部生部    辰郎辰郎辰郎辰郎                            次鋒次鋒次鋒次鋒    豊豊豊豊村村村村        悟悟悟悟 

                                    中中中中堅堅堅堅    由井由井由井由井    一夫一夫一夫一夫                            中中中中堅堅堅堅    湯浅湯浅湯浅湯浅        博博博博 

                                    副副副副将将将将    森川森川森川森川    信幸信幸信幸信幸                            副副副副将将将将    籾籾籾籾山山山山    孝明孝明孝明孝明 

                                    大将大将大将大将    岡岡岡岡野野野野    泰隆泰隆泰隆泰隆                            大将大将大将大将    熊谷熊谷熊谷熊谷        進進進進 

            ○○○○川川川川崎市崎市崎市崎市        監督監督監督監督    二二二二反反反反田田田田泰泰泰泰幸幸幸幸        ○○○○相模相模相模相模原市監督原市監督原市監督原市監督    八木八木八木八木    洋洋洋洋捷捷捷捷 

                                    先鋒先鋒先鋒先鋒    片貝片貝片貝片貝        悟悟悟悟                            先鋒先鋒先鋒先鋒    児玉児玉児玉児玉    国利国利国利国利 

                                    次鋒次鋒次鋒次鋒    塘塘塘塘地地地地    健治健治健治健治                            次鋒次鋒次鋒次鋒    佐佐佐佐々々々々木木木木英典英典英典英典 

                                    中中中中堅堅堅堅    松松松松岡岡岡岡    薫薫薫薫一一一一                            中中中中堅堅堅堅    田中田中田中田中    正則正則正則正則 

                                    副副副副将将将将    加藤加藤加藤加藤    隆隆隆隆幸幸幸幸                            副副副副将将将将    福島幸一福島幸一福島幸一福島幸一郎郎郎郎 

                                    大将大将大将大将    二二二二反反反反田田田田泰泰泰泰幸幸幸幸                            大将大将大将大将    八木八木八木八木    洋捷洋捷洋捷洋捷 

 

（（（（９９９９））））東京都剣道東京都剣道東京都剣道東京都剣道連盟主催連盟主催連盟主催連盟主催「「「「八段受審者講習会八段受審者講習会八段受審者講習会八段受審者講習会」」」」についてについてについてについて                     資料資料資料資料    ３３３３ 

期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土））））９９９９時開館時開館時開館時開館        １０１０１０１０時開時開時開時開始始始始 

場場場場  所所所所：：：：東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館     第二武道場第二武道場第二武道場第二武道場  

        県締切県締切県締切県締切：：：：９９９９月月月月３０３０３０３０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ともともともとも現現現現金金金金書留書留書留書留等等等等にてにてにてにて県剣県剣県剣県剣連連連連必着必着必着必着 

        受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１人人人人   ５５５５，，，，４００４００４００４００円円円円（（（（弁当代弁当代弁当代弁当代、、、、保保保保険険険険料料料料含含含含むむむむ）））） 

 

（（（（１０１０１０１０））））剣道研剣道研剣道研剣道研究究究究会会会会（（（（講講講講話話話話））））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：：：：１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））９９９９時受付時受付時受付時受付        ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

                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：：：：長長長長尾尾尾尾    直茂直茂直茂直茂    様様様様（（（（上智上智上智上智大学文学部大学文学部大学文学部大学文学部国国国国文学文学文学文学科科科科教教教教授授授授）））） 

                                柳家柳家柳家柳家小団小団小団小団治治治治    師師師師匠匠匠匠 

            受講資受講資受講資受講資格格格格：：：：県剣県剣県剣県剣連連連連会会会会員員員員で１８で１８で１８で１８歳以上歳以上歳以上歳以上                     

                受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円 (記念品記念品記念品記念品付付付付きききき)            弁当代弁当代弁当代弁当代（（（（希望希望希望希望者者者者）：）：）：）：１１１１，，，，００００００００００００円円円円 

締切日締切日締切日締切日：：：：１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木）））） 

申込書申込書申込書申込書・・・・受講料受講料受講料受講料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代ともともともとも現現現現金金金金書留等書留等書留等書留等にてにてにてにて県剣県剣県剣県剣連連連連事務局必着事務局必着事務局必着事務局必着 

                携行品携行品携行品携行品：：：：筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具 
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（（（（１１１１１１１１））））剣道審剣道審剣道審剣道審判法判法判法判法講習会講習会講習会講習会のののの開開開開催催催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：：：：１１１１１１１１月月月月１９１９１９１９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分分分分開会開会開会開会 

            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 

受講受講受講受講資資資資格格格格：：：：４４４４段段段段以上以上以上以上             

受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１人人人人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円 

弁当代弁当代弁当代弁当代(希望希望希望希望者者者者)：：：：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：：：：１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木）））） 

            受講料受講料受講料受講料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代をををを申込書申込書申込書申込書にににに添添添添ええええてててて現現現現金金金金書留等書留等書留等書留等でででで 

                        各支部一各支部一各支部一各支部一括括括括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。。。。 

 

（（（（１１１１２２２２））））かながわシニかながわシニかながわシニかながわシニアフアフアフアフェェェェスタ２０１スタ２０１スタ２０１スタ２０１６６６６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               資料資料資料資料    ６６６６ 

        期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月１２１２１２１２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分分分分開会開会開会開会 

        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人人人人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円 

        締切日締切日締切日締切日：：：：  １０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））    現現現現金金金金書留等書留等書留等書留等にてにてにてにて県県県県連連連連事務局必着事務局必着事務局必着事務局必着 

        会場会場会場会場係係係係：：：：    横浜横浜横浜横浜市市市市内内内内のののの全全全全１８１８１８１８支部支部支部支部よりよりよりより１１１１名名名名ずずずずつつつつ 

 

（（（（１１１１３３３３））））剣道剣道剣道剣道    四四四四・・・・五五五五段審査会段審査会段審査会段審査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    ７７７７ 

            期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（日日日日））））    四四四四段段段段     ８８８８時時時時４５４５４５４５分分分分受付受付受付受付    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

五五五五段段段段 １１１１１１１１時時時時受付受付受付受付    １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

            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 

締切日締切日締切日締切日：：：：    １０１０１０１０月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（金金金金））））県県県県連連連連事務局必着事務局必着事務局必着事務局必着 

 

（（（（１１１１４４４４））））第第第第６６６６３３３３回回回回    神奈川神奈川神奈川神奈川県剣道大会県剣道大会県剣道大会県剣道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    ８８８８ 

            期期期期    日日日日：：：：    １２１２１２１２月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））９９９９時受付時受付時受付時受付        ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会                 

            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 

            締切日締切日締切日締切日：：：：    １０１０１０１０月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（金金金金））））現現現現金金金金書留書留書留書留等等等等にてにてにてにて県県県県連連連連事務局必着事務局必着事務局必着事務局必着 

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

            会場会場会場会場係係係係：：：：    横浜横浜横浜横浜市市市市以外以外以外以外のののの県県県県下下下下１８１８１８１８支部支部支部支部よりよりよりより１１１１名名名名ずずずずつつつつ 

            警備係警備係警備係警備係：：：：    都都都都筑筑筑筑区区区区、、、、鶴見鶴見鶴見鶴見区区区区 
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（（（（１１１１５５５５））））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８８８８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 

                期期期期    日日日日：：：：    ７７７７月月月月１１１１６６６６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 

                結結結結    果果果果：：：：    ベベベベスススストトトト１６１６１６１６ 

                                １１１１回回回回戦戦戦戦                                     シシシシーーーードドドド 

                                ２２２２回回回回戦戦戦戦        神奈川神奈川神奈川神奈川     ２２２２            －－－－    １１１１                高高高高    知知知知 

                                ３３３３回回回回戦戦戦戦        神奈川神奈川神奈川神奈川     １１１１        －－－－      ２２２２                兵兵兵兵    庫庫庫庫 

                            出場出場出場出場選手選手選手選手：：：：監監監監    督督督督        高橋由高橋由高橋由高橋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        山本山本山本山本    啓啓啓啓子子子子（（（（自営業自営業自営業自営業）））） 

                                                副副副副    将将将将        黒黒黒黒澤澤澤澤    幸幸幸幸恵恵恵恵（（（（警察官警察官警察官警察官）））） 

                                                中中中中    堅堅堅堅        松本松本松本松本    弥月弥月弥月弥月（（（（警察官警察官警察官警察官）））） 

                                                次次次次    鋒鋒鋒鋒        田中田中田中田中    優優優優希希希希（（（（法政法政法政法政大学大学大学大学）））） 

                                                先先先先    鋒鋒鋒鋒        北北北北條條條條    李華李華李華李華（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

 

        ②②②②    第第第第５６５６５６５６回回回回関関関関東七県対抗剣道大会東七県対抗剣道大会東七県対抗剣道大会東七県対抗剣道大会 

                期期期期    日日日日：：：：    ７７７７月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（日日日日）））） 

                会会会会    場場場場：：：：神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県    神奈川神奈川神奈川神奈川県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

優優優優    勝勝勝勝：：：：    千葉千葉千葉千葉県県県県        ３３３３－－－－００００        埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県 

準準準準優勝優勝優勝優勝：：：：    埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県        第三第三第三第三位位位位：：：：    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 A・・・・神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 B 

リーリーリーリーググググ戦戦戦戦    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 A            ５５５５－－－－００００            山山山山梨梨梨梨県県県県 

        神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 A            ２２２２－－－－４４４４            埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県 

        神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 A            ５５５５－－－－１１１１            群群群群馬県馬県馬県馬県   

リーリーリーリーググググ戦戦戦戦    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 B            １１１１－－－－３３３３            千葉千葉千葉千葉県県県県 

        神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 B            ２２２２－－－－１１１１            茨城茨城茨城茨城県県県県 

        神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 B            ５５５５－－－－００００            栃栃栃栃木県木県木県木県 

 

③③③③    第第第第５５５５５５５５回県中学回県中学回県中学回県中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：：：：７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日））））男子男子男子男子個個個個人人人人・・・・団体団体団体団体 

             会会会会    場場場場：：：：海海海海老老老老名市総合体育館名市総合体育館名市総合体育館名市総合体育館 

             優優優優    勝勝勝勝：：：：横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立潮潮潮潮田中学田中学田中学田中学校校校校（（（（５５５５年年年年連続連続連続連続１０１０１０１０度目度目度目度目のののの優勝優勝優勝優勝）））） 

             準準準準優勝優勝優勝優勝：：：：横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立戸塚戸塚戸塚戸塚中学中学中学中学校校校校 

             三三三三    位位位位：：：：横浜横浜横浜横浜中学中学中学中学校校校校    横浜横浜横浜横浜市立保土市立保土市立保土市立保土ケケケケ谷谷谷谷中学中学中学中学校校校校 

             五五五五    位位位位：：：：横浜横浜横浜横浜市立六市立六市立六市立六角橋角橋角橋角橋中学中学中学中学校校校校 

             六六六六    位位位位：：：：相模相模相模相模原市立原市立原市立原市立旭旭旭旭中学中学中学中学校校校校 

         ＜＜＜＜個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞      優優優優    勝勝勝勝：：：：小小小小川夢希也川夢希也川夢希也川夢希也（（（（戸塚戸塚戸塚戸塚）））） 

                                   準準準準優勝優勝優勝優勝：：：：薄薄薄薄        裕裕裕裕斗斗斗斗（（（（浜岳浜岳浜岳浜岳）））） 

                                     三三三三    位位位位：：：：津城津城津城津城    玲志玲志玲志玲志（（（（久久久久里里里里浜浜浜浜））））    遠遠遠遠藤藤藤藤    航介航介航介航介（（（（六六六六角橋角橋角橋角橋）））） 
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期期期期    日日日日：：：：８８８８月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月））））女子女子女子女子個個個個人人人人・・・・団体団体団体団体 

             会会会会    場場場場：：：：海海海海老老老老名市総合体育館名市総合体育館名市総合体育館名市総合体育館 

             優優優優    勝勝勝勝：：：：横浜横浜横浜横浜市立都田中学市立都田中学市立都田中学市立都田中学校校校校（（（（４４４４年年年年ぶりぶりぶりぶり２２２２度目度目度目度目のののの優勝優勝優勝優勝）））） 

             準準準準優勝優勝優勝優勝：：：：横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立潮潮潮潮田中学田中学田中学田中学校校校校 

             三三三三    位位位位：：：：横浜横浜横浜横浜市立六市立六市立六市立六角橋角橋角橋角橋中学中学中学中学校校校校    横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立戸塚戸塚戸塚戸塚中学中学中学中学校校校校     

             五五五五    位位位位：：：：横須賀横須賀横須賀横須賀市立市立市立市立神明神明神明神明中学中学中学中学校校校校 

             六六六六    位位位位：：：：藤沢市立藤沢市立藤沢市立藤沢市立湘洋湘洋湘洋湘洋中学中学中学中学校校校校 

         ＜＜＜＜個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞      優優優優    勝勝勝勝：：：：杉杉杉杉本本本本    咲妃咲妃咲妃咲妃（（（（潮潮潮潮田田田田）））） 

                                     準準準準優勝優勝優勝優勝：：：：北北北北川川川川    知知知知佳佳佳佳（（（（川川川川崎崎崎崎富富富富士士士士見見見見）））） 

                                     三三三三    位位位位：：：：澤田澤田澤田澤田    百百百百花花花花（（（（金金金金旭旭旭旭））））    阿阿阿阿部部部部    真奈真奈真奈真奈（（（（潮潮潮潮田田田田）））） 

 

             男女男女男女男女ともともともとも、、、、団体団体団体団体上位上位上位上位６６６６校校校校とととと個個個個人人人人上位上位上位上位４４４４人人人人はははは、、、、 

             ８８８８月月月月９９９９、、、、１０１０１０１０日日日日茨城茨城茨城茨城県県県県ひひひひたたたたちなかちなかちなかちなか市市市市でででで行行行行われるわれるわれるわれ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 

 

    ④④④④    第第第第３３３３９９９９回回回回神奈川神奈川神奈川神奈川県剣道県剣道県剣道県剣道錬錬錬錬成大会成大会成大会成大会 

                    期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月７７７７日日日日（（（（日日日日））））    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 

                    優優優優    勝勝勝勝        瀬瀬瀬瀬谷谷谷谷区剣道区剣道区剣道区剣道連盟連盟連盟連盟 

準準準準優勝優勝優勝優勝        横須賀横須賀横須賀横須賀剣道剣道剣道剣道連盟連盟連盟連盟 

第三第三第三第三位位位位        茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市剣道崎市剣道崎市剣道崎市剣道連盟連盟連盟連盟        川川川川崎市剣道崎市剣道崎市剣道崎市剣道連盟連盟連盟連盟 

敢闘敢闘敢闘敢闘賞賞賞賞        戸塚戸塚戸塚戸塚区剣道区剣道区剣道区剣道連盟連盟連盟連盟            光光光光武館道場武館道場武館道場武館道場                         

正正正正栄栄栄栄館館館館磯磯磯磯部道場部道場部道場部道場            片片片片倉北倉北倉北倉北辰辰辰辰館西木道場館西木道場館西木道場館西木道場 

 

        ⑤⑤⑤⑤    第第第第４７４７４７４７回全回全回全回全国高等国高等国高等国高等学学学学校定校定校定校定時時時時制制制制・・・・通通通通信信信信制制制制剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会 

                        期期期期    日日日日：：：：８８８８月月月月１１１１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 

                            男子団体男子団体男子団体男子団体戦戦戦戦    準準準準優勝優勝優勝優勝    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 A 

                                                    三三三三    位位位位    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 B 

                            男子男子男子男子個個個個人人人人戦戦戦戦    三三三三    位位位位    武武武武井井井井        元元元元（（（（横浜横浜横浜横浜修修修修悠悠悠悠館館館館高校高校高校高校）））） 

 

⑥⑥⑥⑥    第第第第６６６６３３３３回全回全回全回全国高等国高等国高等国高等学学学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：：：：    ８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））～～～～８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（金金金金）））） 

会会会会    場場場場：：：：    岡岡岡岡山山山山市市市市     

                ◎◎◎◎男子団体男子団体男子団体男子団体のののの部部部部    桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ敗敗敗敗退退退退（（（（１１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗）））） 

                                                桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園            ２２２２－－－－３３３３        島原島原島原島原高校高校高校高校        （（（（長崎長崎長崎長崎）））） 

                                                桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園            ４４４４－－－－１１１１        長野長野長野長野商商商商業高校業高校業高校業高校（（（（長野長野長野長野）））） 

                ◎◎◎◎男子男子男子男子個個個個人人人人のののの部部部部    伊伊伊伊藤藤藤藤    勇太勇太勇太勇太（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園））））３３３３回回回回戦戦戦戦    敗敗敗敗退退退退 

杉杉杉杉本本本本    航航航航輝輝輝輝（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園））））２２２２回回回回戦戦戦戦    敗敗敗敗退退退退 
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                ◎◎◎◎女子団体女子団体女子団体女子団体のののの部部部部    東海大東海大東海大東海大相模相模相模相模    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ敗敗敗敗退退退退（（（（２２２２敗敗敗敗）））） 

                                                東海大東海大東海大東海大相模相模相模相模        １１１１－－－－２２２２        金沢金沢金沢金沢高校高校高校高校        （（（（石石石石川川川川）））） 

                                                東海大東海大東海大東海大相模相模相模相模        １１１１－－－－３３３３        中村学中村学中村学中村学園園園園女子女子女子女子（（（（福福福福岡岡岡岡）））） 

                ◎◎◎◎女子女子女子女子個個個個人人人人のののの部部部部    北北北北條條條條    李華李華李華李華（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園））））        ４４４４回回回回戦戦戦戦    敗敗敗敗退退退退 

                                                細細細細田田田田    知知知知公公公公（（（（希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘丘丘丘高校高校高校高校））））１１１１回回回回戦戦戦戦    敗敗敗敗退退退退 

         

⑦⑦⑦⑦    第第第第４１４１４１４１回回回回    関関関関東中学東中学東中学東中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：：：：    ８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（火火火火））））～～～～１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    茨城茨城茨城茨城県県県県    ひひひひたたたたちなかちなかちなかちなか運動公運動公運動公運動公園園園園体育館体育館体育館体育館 

                ＜＜＜＜男子男子男子男子個個個個人人人人＞＞＞＞        ベベベベスススストトトト８８８８        薄薄薄薄        裕裕裕裕斗斗斗斗    （（（（平平平平塚塚塚塚・・・・浜岳浜岳浜岳浜岳中中中中））））             

＜＜＜＜女子女子女子女子個個個個人人人人＞＞＞＞        優優優優    勝勝勝勝            杉杉杉杉本本本本    咲妃咲妃咲妃咲妃    （（（（横浜横浜横浜横浜・・・・潮潮潮潮田中田中田中田中））））                 

                ＜＜＜＜男子団体男子団体男子団体男子団体＞＞＞＞        ベベベベスススストトトト１６１６１６１６    横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立潮潮潮潮田中学田中学田中学田中学校校校校    横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立戸塚戸塚戸塚戸塚中学中学中学中学校校校校 

                ＜＜＜＜女子団体女子団体女子団体女子団体＞＞＞＞        優優優優    勝勝勝勝        横浜横浜横浜横浜市立都田中学市立都田中学市立都田中学市立都田中学校校校校                             

                                                    決決決決    勝勝勝勝    都田中都田中都田中都田中    ２２２２－－－－１１１１    国国国国士士士士舘舘舘舘中中中中（（（（東京東京東京東京）））） 

                                                    準準準準決決決決勝勝勝勝    都田中都田中都田中都田中    ３３３３－－－－００００    大大大大沼沼沼沼中中中中    （（（（埼玉埼玉埼玉埼玉）））） 

                                    三三三三    位位位位        横浜横浜横浜横浜市立市立市立市立潮潮潮潮田中学田中学田中学田中学校校校校                             

                                                    準準準準決決決決勝勝勝勝    潮潮潮潮田中田中田中田中    １１１１－－－－３３３３    国国国国士士士士舘舘舘舘中中中中（（（（東京東京東京東京）））） 

                                                ベベベベスススストトトト１６１６１６１６    横須賀横須賀横須賀横須賀市立市立市立市立神明神明神明神明中学中学中学中学校校校校                             

 

         ⑧⑧⑧⑧    第第第第５８５８５８５８回全回全回全回全国国国国教教教教職職職職員員員員剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会         

                期期期期    日日日日：：：：８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（火火火火））））会会会会    場場場場：：：：沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県那覇那覇那覇那覇市市市市    沖縄沖縄沖縄沖縄県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                ＜＜＜＜団体団体団体団体戦戦戦戦＞＞＞＞      ベベベベスススストトトト８８８８        神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 

                            監督監督監督監督    戸塚戸塚戸塚戸塚    義義義義孝孝孝孝（（（（県立大和県立大和県立大和県立大和南高校南高校南高校南高校）））） 

                            大将大将大将大将    石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦（（（（県立生田県立生田県立生田県立生田高校高校高校高校）））） 

                            副副副副将将将将    有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史（（（（県立県立県立県立厚厚厚厚木東木東木東木東高校高校高校高校）））） 

                            中中中中堅堅堅堅    加藤加藤加藤加藤    公公公公一一一一（（（（横浜高校横浜高校横浜高校横浜高校）））） 

                            次鋒次鋒次鋒次鋒    千葉千葉千葉千葉    一輝一輝一輝一輝（（（（県立鎌倉県立鎌倉県立鎌倉県立鎌倉高校高校高校高校）））） 

                            先鋒先鋒先鋒先鋒    川川川川村村村村    剛士剛士剛士剛士（（（（横浜横浜横浜横浜市立都田中学市立都田中学市立都田中学市立都田中学校校校校）））） 

                            ２２２２回回回回戦戦戦戦        神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県    ２２２２    －－－－    １１１１        長崎県長崎県長崎県長崎県 

                            ３３３３回回回回戦戦戦戦        神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県    ２２２２    －－－－    １１１１        兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県 

                            準々準々準々準々決決決決勝勝勝勝    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県    １１１１    －－－－    ２２２２        沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県 

                             

                            優優優優秀秀秀秀選手選手選手選手（（（（団体団体団体団体試試試試合合合合））））    石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦（（（（県立生田県立生田県立生田県立生田高校高校高校高校）））） 

 

＜＜＜＜個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞ 

                        高高高高・・・・大大大大・・・・教教教教委委委委のののの部部部部 ３３３３回回回回戦敗戦敗戦敗戦敗退退退退（（（（ベベベベスススストトトト 16））））千葉千葉千葉千葉    一輝一輝一輝一輝（（（（県立鎌倉県立鎌倉県立鎌倉県立鎌倉高校高校高校高校）））） 

                        幼幼幼幼・・・・義義義義務教育務教育務教育務教育のののの部部部部 ２２２２回回回回戦敗戦敗戦敗戦敗退退退退                         川川川川村村村村    剛士剛士剛士剛士（（（（横浜横浜横浜横浜市立都田中市立都田中市立都田中市立都田中）））） 

                        女子女子女子女子のののの部部部部                 ３３３３回回回回戦敗戦敗戦敗戦敗退退退退（（（（ベベベベスススストトトト 16））））堀堀堀堀    佳奈佳奈佳奈佳奈美美美美（（（（関関関関東学東学東学東学院院院院大大大大）））） 
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⑨⑨⑨⑨    第第第第４６４６４６４６回回回回    全全全全国国国国中学中学中学中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：：：：    ８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））～～～～８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日）））） 

                 会会会会    場場場場：：：：    長野市長野市長野市長野市     

＜＜＜＜男子男子男子男子個個個個人人人人＞＞＞＞    ベベベベスススストトトト８８８８       小小小小川夢希也川夢希也川夢希也川夢希也（（（（横浜横浜横浜横浜・・・・戸塚戸塚戸塚戸塚中中中中））））                        

                １１１１回回回回戦敗戦敗戦敗戦敗退退退退     飯嶋飯嶋飯嶋飯嶋    紘紘紘紘輝輝輝輝（（（（横浜横浜横浜横浜・・・・潮潮潮潮田中田中田中田中））））                                                             

＜＜＜＜女子女子女子女子個個個個人人人人＞＞＞＞    ベベベベスススストトトト８８８８       杉杉杉杉本本本本    咲妃咲妃咲妃咲妃（（（（横浜横浜横浜横浜・・・・潮潮潮潮田中田中田中田中））））          

                                １１１１回回回回戦敗戦敗戦敗戦敗退退退退     飯飯飯飯田田田田    実佑実佑実佑実佑（（（（横須賀横須賀横須賀横須賀・・・・浜岳浜岳浜岳浜岳中中中中））））          

 

 

            ＜＜＜＜男子団体男子団体男子団体男子団体＞＞＞＞    三三三三    位位位位    横浜横浜横浜横浜中学中学中学中学校校校校    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ    ２２２２勝勝勝勝     

    決決決決勝勝勝勝トトトトーナーナーナーナメンメンメンメントトトト    １１１１回回回回戦戦戦戦        横浜横浜横浜横浜中中中中    ２２２２（（（（代代代代））））－－－－２２２２    東海大東海大東海大東海大浦安浦安浦安浦安中中中中（（（（千千千千    葉葉葉葉）））） 

                                        準々準々準々準々決決決決勝勝勝勝    横浜横浜横浜横浜中中中中    ３３３３            －－－－２２２２    久久久久御御御御山中山中山中山中        （（（（京京京京    都都都都）））） 

                                        準準準準決決決決勝勝勝勝        横浜横浜横浜横浜中中中中    １１１１            －－－－３３３３    加古加古加古加古川川川川中中中中        （（（（兵兵兵兵    庫庫庫庫）））） 

                                     監監監監    督督督督        澤田澤田澤田澤田    修次修次修次修次 

                                         先先先先    鋒鋒鋒鋒        塙塙塙塙            翔翔翔翔 

                     次次次次    鋒鋒鋒鋒    井上井上井上井上    龍龍龍龍介介介介    ←←←←    大和田大和田大和田大和田啓悟啓悟啓悟啓悟 

                     中中中中    堅堅堅堅        大大大大埜埜埜埜    成成成成夢夢夢夢 

                                         副副副副    将将将将        富富富富永永永永    実実実実里里里里 

                                         大大大大    将将将将        伊伊伊伊藤藤藤藤    和和和和樹樹樹樹 

 

 

＜＜＜＜女子団体女子団体女子団体女子団体＞＞＞＞    三三三三    位位位位    潮潮潮潮田中学田中学田中学田中学校校校校    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ    ２２２２勝勝勝勝     

    決決決決勝勝勝勝トトトトーナーナーナーナメンメンメンメントトトト    １１１１回回回回戦戦戦戦        潮潮潮潮田中田中田中田中    ３３３３            －－－－００００    光光光光陵陵陵陵中中中中    （（（（北海道北海道北海道北海道）））） 

                                        準々準々準々準々決決決決勝勝勝勝    潮潮潮潮田中田中田中田中    １１１１（（（（代代代代））））－－－－１１１１    宇宇宇宇ノノノノ気気気気中中中中（（（（石石石石    川川川川）））） 

                                        準準準準決決決決勝勝勝勝        潮潮潮潮田中田中田中田中    １１１１            －－－－３３３３    燕燕燕燕中中中中        （（（（新新新新    潟潟潟潟）））） 

                             監監監監    督督督督        大大大大塚塚塚塚    陽介陽介陽介陽介 

                                         先先先先    鋒鋒鋒鋒        阿阿阿阿部部部部    真奈真奈真奈真奈 

                     次次次次    鋒鋒鋒鋒    岸岸岸岸本本本本彩彩彩彩花花花花音音音音    ←←←←    村田村田村田村田    七七七七菜菜菜菜 

                     中中中中    堅堅堅堅        森森森森山山山山    香凜香凜香凜香凜 

                                         副副副副    将将将将        中村中村中村中村    美美美美悠悠悠悠 

                                         大大大大    将将将将        杉杉杉杉本本本本    咲妃咲妃咲妃咲妃 
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⑩⑩⑩⑩    第第第第６６６６６６６６回日回日回日回日光光光光剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会関関関関東都県団体対抗優勝大会東都県団体対抗優勝大会東都県団体対抗優勝大会東都県団体対抗優勝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１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    日日日日光光光光東照東照東照東照宮宮宮宮武徳武徳武徳武徳殿殿殿殿        優勝優勝優勝優勝    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県 

                    ２２２２回回回回戦戦戦戦    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県        ３３３３                －－－－    １１１１                茨城茨城茨城茨城県県県県 

                    準準準準決決決決勝勝勝勝    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県        １１１１（（（（代代代代））））    －－－－    １１１１                東京都東京都東京都東京都 

                    決決決決    勝勝勝勝    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県        ３３３３                －－－－    １１１１                埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県 

                    監監監監    督督督督        教士八段教士八段教士八段教士八段        宮宮宮宮崎崎崎崎    史裕史裕史裕史裕（（（（警察警察警察警察職職職職員員員員）））） 

                    選選選選    手手手手        大大大大    将将将将            髙鍋髙鍋髙鍋髙鍋        進進進進（（（（警察警察警察警察職職職職員員員員）））） 

                                        副副副副    将将将将            新新新新馬場馬場馬場馬場    裕裕裕裕（（（（会会会会社社社社員員員員））））         

中中中中    堅堅堅堅            浦浦浦浦川川川川伸伸伸伸一一一一朗朗朗朗（（（（警察官警察官警察官警察官）））） 

次次次次    鋒鋒鋒鋒            下鶴下鶴下鶴下鶴    章太章太章太章太（（（（会会会会社社社社員員員員）））） 

                                        先先先先    鋒鋒鋒鋒            石田石田石田石田    雄二雄二雄二雄二（（（（会会会会社社社社員員員員）））） 

 

         ⑪⑪⑪⑪    第第第第７１７１７１７１回回回回国国国国民体育大会民体育大会民体育大会民体育大会関関関関東東東東ブロブロブロブロックックックック大会剣道大会剣道大会剣道大会剣道競技競技競技競技 

                    期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日））））  

                    会会会会    場場場場：：：：    山山山山梨梨梨梨県県県県甲甲甲甲府市府市府市府市    小瀬小瀬小瀬小瀬ススススポポポポーーーーツツツツ公公公公園園園園武道館武道館武道館武道館 

                    ＜＜＜＜成年女子成年女子成年女子成年女子＞＞＞＞    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ    １１１１勝勝勝勝２２２２敗敗敗敗     

                    ＜＜＜＜少年男子少年男子少年男子少年男子＞＞＞＞    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ    ２２２２勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗 

                                                代代代代表決表決表決表決定戦定戦定戦定戦    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県    ３３３３－－－－１１１１    栃栃栃栃木県木県木県木県    国国国国体出場体出場体出場体出場 

                                            監監監監    督督督督        冨冨冨冨田田田田    隆隆隆隆幸幸幸幸（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園高校園高校園高校園高校）））） 

                                            ココココーーーーチチチチ        小小小小林林林林    康介康介康介康介（（（（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）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒        金子金子金子金子    航航航航喜喜喜喜（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園高校園高校園高校園高校）））） 

                                            次次次次    鋒鋒鋒鋒        森森森森山山山山    竜竜竜竜成成成成（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園高校園高校園高校園高校）））） 

中中中中    堅堅堅堅        白白白白須須須須    鉄鉄鉄鉄也也也也（（（（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）））） 

                                            副副副副    将将将将        伊伊伊伊藤藤藤藤    勇太勇太勇太勇太（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園高校園高校園高校園高校）））） 

大大大大    将将将将        杉杉杉杉本本本本    航航航航輝輝輝輝（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園高校園高校園高校園高校）））） 

補補補補    欠欠欠欠        伊伊伊伊藤藤藤藤遊太遊太遊太遊太郎郎郎郎（（（（日本大学日本大学日本大学日本大学高校高校高校高校）））） 

＜＜＜＜少年女子少年女子少年女子少年女子＞＞＞＞    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ    １１１１勝勝勝勝２２２２敗敗敗敗                                             

                    第第第第７１７１７１７１回回回回    国国国国民体育大会民体育大会民体育大会民体育大会    剣道剣道剣道剣道競技競技競技競技についてについてについてについて         

                    期期期期    日日日日：：：：    １０１０１０１０月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））～～～～１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：    岩手岩手岩手岩手県二県二県二県二戸戸戸戸市市市市    二二二二戸戸戸戸市総合市総合市総合市総合ススススポポポポーーーーツセンツセンツセンツセンターターターター 

                    総監督総監督総監督総監督    澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢（（（（副副副副理事長理事長理事長理事長））））        ココココーーーーチチチチ    宮宮宮宮崎崎崎崎    史裕史裕史裕史裕（（（（県県県県警警警警）））） 

                    ＜＜＜＜成年男子成年男子成年男子成年男子＞＞＞＞ 監監監監    督督督督        笠村笠村笠村笠村    浩二浩二浩二浩二（（（（会会会会社社社社員員員員）））） 

                                             先先先先    鋒鋒鋒鋒        宮宮宮宮本本本本    大大大大幹幹幹幹（（（（県県県県    警警警警）））） 

                       次次次次    鋒鋒鋒鋒    大大大大坪坪坪坪    和和和和哉哉哉哉（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                       中中中中    堅堅堅堅        小山小山小山小山        潤潤潤潤（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                             副副副副    将将将将        三崎三崎三崎三崎    恭恭恭恭裕裕裕裕（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                             大大大大    将将将将        笠村笠村笠村笠村    浩二浩二浩二浩二（（（（会会会会社社社社員員員員）））） 
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⑫⑫⑫⑫    第第第第１７１７１７１７回回回回神奈川神奈川神奈川神奈川県剣道県剣道県剣道県剣道選手選手選手選手権権権権大会大会大会大会兼兼兼兼第第第第６４６４６４６４回全日本剣道回全日本剣道回全日本剣道回全日本剣道選手選手選手選手権権権権大会大会大会大会 

                                県県県県予選予選予選予選会会会会 

                    期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））９９９９時時時時３０３０３０３０～～～～ 

                    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 

                    結結結結    果果果果：：：：    優優優優    勝勝勝勝        勝勝勝勝見見見見    洋介洋介洋介洋介（（（（県県県県    警警警警）））） 

第二第二第二第二位位位位        高見高見高見高見        優優優優（（（（県県県県    警警警警）））） 

第三第三第三第三位位位位        浦浦浦浦川川川川伸伸伸伸一一一一朗朗朗朗（（（（県県県県    警警警警）））） 

敢闘敢闘敢闘敢闘賞賞賞賞        村山村山村山村山        仁仁仁仁（（（（県県県県    警警警警）））） 

                勝勝勝勝見見見見    洋介洋介洋介洋介、、、、高見高見高見高見        優優優優選手選手選手選手は１１は１１は１１は１１月月月月３３３３日日日日（（（（木木木木・・・・祝祝祝祝）））） 

            第第第第６４６４６４６４回全日本剣道回全日本剣道回全日本剣道回全日本剣道選手選手選手選手権権権権大会大会大会大会にににに出場出場出場出場すすすするるるる。。。。 

 

 ⑬⑬⑬⑬    寛寛寛寛仁仁仁仁親親親親王王王王杯杯杯杯    第第第第１１１１６６６６回剣道八段回剣道八段回剣道八段回剣道八段選選選選抜抜抜抜大会大会大会大会 

            期期期期    日日日日：：：：    ９９９９月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））     

            場場場場    所所所所：：：：    東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館 

            結結結結    果果果果：：：：    優優優優    勝勝勝勝            小山小山小山小山    正正正正洋洋洋洋（（（（静静静静    岡岡岡岡）））） 

                                準準準準優勝優勝優勝優勝            恩恩恩恩田田田田    浩浩浩浩司司司司（（（（警警警警視庁視庁視庁視庁）））） 

                                優優優優秀試秀試秀試秀試合者合者合者合者    宮宮宮宮崎崎崎崎    正裕正裕正裕正裕（（（（神奈川神奈川神奈川神奈川）））） 

                                ２２２２回回回回戦敗戦敗戦敗戦敗退退退退    織口織口織口織口    剛次剛次剛次剛次（（（（神奈川神奈川神奈川神奈川）））） 

                                １１１１回回回回戦敗戦敗戦敗戦敗退退退退    吉村吉村吉村吉村    哲夫哲夫哲夫哲夫（（（（神奈川神奈川神奈川神奈川）））） 

 

 ⑭⑭⑭⑭    第第第第６０６０６０６０回回回回神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県青青青青少年剣道少年剣道少年剣道少年剣道選手選手選手選手権権権権大会大会大会大会                               資料資料資料資料    ９９９９ 

 

（（（（１１１１６６６６））））剣道審査会合剣道審査会合剣道審査会合剣道審査会合格格格格者者者者についてについてについてについて 

８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日    富富富富山市山市山市山市 

            七段七段七段七段            大大大大竹竹竹竹    将将将将志志志志（（（（３９・３９・３９・３９・横須賀横須賀横須賀横須賀））））    渡渡渡渡部部部部    健健健健太太太太（（（（４４・４４・４４・４４・厚厚厚厚    木木木木）））） 

                                武田武田武田武田        淳淳淳淳（（（（４５・４５・４５・４５・南南南南    区区区区））））    髙木髙木髙木髙木    裕史裕史裕史裕史（（（（４８・４８・４８・４８・川川川川    崎崎崎崎）））） 

                                池池池池田大田大田大田大治郎治郎治郎治郎（（（（４８・４８・４８・４８・横須賀横須賀横須賀横須賀））））    萩萩萩萩        尚尚尚尚代代代代（（（（５４・５４・５４・５４・秦秦秦秦    野野野野）））） 

                                橋橋橋橋本本本本    慎慎慎慎一一一一（（（（５５・５５・５５・５５・戸塚戸塚戸塚戸塚区区区区））））    首首首首藤藤藤藤    定定定定伸伸伸伸（（（（６０・６０・６０・６０・小田原小田原小田原小田原）））） 

                                三木三木三木三木        宏宏宏宏（（（（６２・６２・６２・６２・小田原小田原小田原小田原））））    伊伊伊伊藤藤藤藤    義義義義美美美美（（（（６５・６５・６５・６５・横須賀横須賀横須賀横須賀）））） 

                                角谷角谷角谷角谷    直直直直樹樹樹樹（（（（６９・６９・６９・６９・泉泉泉泉    区区区区）））） 

        ８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日    富富富富山市山市山市山市 

      六段六段六段六段            髙瀬髙瀬髙瀬髙瀬    武武武武志志志志（（（（３０・３０・３０・３０・青青青青葉葉葉葉区区区区））））    山口山口山口山口    正道正道正道正道（（（（３３・３３・３３・３３・横須賀横須賀横須賀横須賀）））） 

                雨雨雨雨谷谷谷谷    武武武武蔵蔵蔵蔵（（（（３４・３４・３４・３４・青青青青葉葉葉葉区区区区））））    北澤北澤北澤北澤    良男良男良男良男（（（（３４・３４・３４・３４・緑緑緑緑    区区区区）））） 

田中田中田中田中        剛剛剛剛（（（（４１・４１・４１・４１・港北区港北区港北区港北区））））  田中田中田中田中    浩二浩二浩二浩二（（（（４９・４９・４９・４９・神奈川神奈川神奈川神奈川区区区区）））） 

堅堅堅堅林林林林    宏宏宏宏明明明明（（（（５１・５１・５１・５１・川川川川    崎崎崎崎））））  今野今野今野今野    昌昌昌昌幸幸幸幸（（（（６２・６２・６２・６２・金沢区金沢区金沢区金沢区）））） 

                                 

        ８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日    札幌札幌札幌札幌市市市市            ８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日    山口県山口県山口県山口県            ８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日    山口県山口県山口県山口県 

            六段六段六段六段    合合合合格格格格者者者者ななななしししし                七段七段七段七段    合合合合格格格格者者者者ななななしししし                六段六段六段六段    合合合合格格格格者者者者ななななしししし 
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（（（（１１１１７７７７））））杖杖杖杖道審査会合道審査会合道審査会合道審査会合格格格格者者者者についてについてについてについて 

８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日    山山山山形形形形県県県県     

            七段七段七段七段            合合合合格格格格者者者者ななななしししし     

 

          六段六段六段六段            田村田村田村田村    聖聖聖聖一一一一（（（（４４・４４・４４・４４・小田原小田原小田原小田原））））    谷谷谷谷合合合合    春壽春壽春壽春壽（（（（５８・５８・５８・５８・相模相模相模相模原原原原）））） 

                                髙髙髙髙橋橋橋橋    秀秀秀秀男男男男（（（（６７・６７・６７・６７・横須賀横須賀横須賀横須賀）））） 

 

４４４４．．．．そそそそのののの他他他他  

 ①①①①    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震にににに対対対対すすすするるるる義援義援義援義援金金金金のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて（（（（改改改改めめめめてててて依頼依頼依頼依頼））））資料資料資料資料１０１０１０１０     

                引引引引きききき続続続続きききき、、、、全日本剣道全日本剣道全日本剣道全日本剣道連盟連盟連盟連盟のののの義援義援義援義援金金金金のののの活動活動活動活動にににに協協協協力力力力ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

                期期期期    間間間間：：：：平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年９９９９月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））～～～～平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月）））） 

                方方方方    法法法法：：：：支部支部支部支部ごごごごととととにににに全日本剣道全日本剣道全日本剣道全日本剣道連盟連盟連盟連盟にににに義援義援義援義援金金金金をををを送金送金送金送金すすすするるるる 

                名名名名    義義義義：：：：神奈川神奈川神奈川神奈川県剣道県剣道県剣道県剣道連盟連盟連盟連盟    ○○○○○○○○（（（（市市市市）（）（）（）（区区区区））））支部支部支部支部     

                ※※※※    すでにすでにすでにすでに、、、、熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震にににに対対対対すすすするるるる義援義援義援義援金金金金活動活動活動活動をををを実実実実施施施施しししし、、、、県剣県剣県剣県剣連連連連にににに送金送金送金送金またはまたはまたはまたは 

                        独独独独自自自自にににに対対対対応応応応がががが完了完了完了完了していしていしていしているるるる支部支部支部支部についてはについてはについてはについては、、、、ここここのののの限限限限りりりりではあではあではあではありりりりまままませせせせんんんん。。。。 

 

②②②②    年年年年間間間間行行行行事事事事予定予定予定予定のののの名名名名称称称称のののの変更変更変更変更（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度よりよりよりより））））についてについてについてについて 

・県女子剣道選手権大会兼全日本女子剣道選手権大会県予選会 

→→→→    全日本女子剣道選手権大会県予選会 

 

・県剣道選手権大会兼全日本剣道選手権大会県予選会 

→→→→    全日本剣道選手権大会県予選会 

 

              ③③③③    大会時大会時大会時大会時のののの観覧観覧観覧観覧者者者者ののののママママナーについてナーについてナーについてナーについて 

                ・・・・座座座座席席席席のののの確確確確保保保保のののの仕方仕方仕方仕方（（（（本人本人本人本人ののののみみみみのののの座座座座席席席席ととととすすすするるるる）））） 

                ・・・・廊廊廊廊下等下等下等下等でのでのでのでのシシシシーーーートトトトのののの使使使使用用用用についてについてについてについてはははは禁止禁止禁止禁止ですですですです 

                ・・・・傘傘傘傘、、、、弁当弁当弁当弁当のののの殻殻殻殻、、、、ペペペペットットットットボボボボトトトトルルルルななななどどどどはははは必必必必ずずずず持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる 

                ・・・・プロプロプロプロググググラムラムラムラムををををそそそそのままのままのままのまま捨捨捨捨てててててててて帰帰帰帰ららららなななないいいい 

                ・・・・トトトトイレイレイレイレのスリのスリのスリのスリッッッッパパパパはははは使使使使用用用用後後後後きちんときちんときちんときちんと揃揃揃揃ええええるるるる 

 

 

次回次回次回次回理事会理事会理事会理事会はははは、、、、１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館会議室会議室会議室会議室 

 

                        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、、、、港北区港北区港北区港北区支部支部支部支部、、、、    藤沢藤沢藤沢藤沢市支部市支部市支部市支部ですですですです。。。。 

 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉        会会会会 


