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平成２８年度 

第８回 神奈川県剣道連盟理事会  

平成２８年１２月８日（木）午後６時～ 

於：県立武道館会議室 

理 事 数    ６８名 

出席理事数      名   

監事出席数      名       議事録署名人 

                   栄 区支部               印 

 

                   中 郡支部               印 

１．開     会 

   

２．会 長 挨 拶 

   

３．議     題                     

（１）第６４回全日本剣道選手権大会優勝祝賀会について 

    日 時：平成２８年１２月１２日（月） 午後６時より 

    会 場：新横浜国際ホテル ２階 クイーンズホール  

     出席者：２１１名 

 

（２）平成２８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受賞者       籾山 孝明  

②  神奈川県スポーツ優秀選手表彰受賞者  勝見 洋介  

      

   「表彰式」 

    日 時：平成２９年１月１４日（土）１１時～１２時 

     会 場：西公会堂  

     

（３）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１，３３２名）                

    幼稚園名： 湘南やまゆり幼稚園  （茅ヶ崎市）  ６６名 

          湘南やまゆり第二幼稚園（茅ヶ崎市） １５６名 

          中央マドカ幼稚園   （伊勢原市）  ８１名 

          横浜あすか幼稚園   （緑 区）  １２０名 

          横浜みずほ幼稚園   （都筑区）  １３８名 
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          横浜黎明幼稚園    （都筑区）  １１９名 

          大和あけぼの幼稚園  （大和市）   ５０名 

          相模すぎのこ幼稚園  （相模原市）  ８８名 

          戸塚こばと幼稚園   （戸塚区）  １２０名 

          いその保育園     （座間市）   １５名 

          鶴岡幼稚園      （鎌 倉）   ５７名 

          中央幼稚園      （相模原市） １００名 

        みみづく幼稚園    （小田原）   ４０名 

          みなみ幼稚園     （瀬谷区）  １６４名 

          浅間幼育園      （西 区）   １８名 

                    計     １，３３２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：平成２９年１月２０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。 

 

（４）平成２９年度 県立武道館利用・行事予定について  

   調整会議：平成２９年２月４日（土） 午前１０時 県立武道館 会議室 

 

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

    期 日：平成２９年２月１１日（土・祝）９：３０～１６：００ 

    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・支部名入り名札            

  申込締切日：平成２９年１月２７日（金） 

        現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 

 

（６）第４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：平成２９年２月１２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 

        剣道時代（体育とスポーツ出版社） 

日本剣道形：演武者  打太刀 織口 剛次  

             仕太刀 辻山 和良 

  居合道  ：演武者  夢想神伝流 久保 正男 

  ※ 各支部からの協賛金協力依頼について （改めて提案）    資料 ３ 
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（７）剣道形講習会について                    資料 ４ 

    期 日： 平成２９年２月１８日（土）９：３０～１７：００ 

    会 場： 県立武道館                

   受講資格： 剣道四段以上 

    受講料： １，０００円 

    持参品： 剣道着・袴・垂・木刀（大小）            

  申込締切日：平成２９年１月２７日（金） 

        現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 

 

（８）八段受審者研修会について                  資料 ５ 

    期 日： 平成２９年２月２５日（土）９：３０～１７：００ 

    会 場： 県立武道館        

 講 師： 範士 末野 栄二先生（鹿児島）、範士 豊村 東盛先生（東 京） 

    受講料：７０歳未満３，０００円、７０歳以上１，０００円 

        年齢基準は、研修会当日とする。 

          弁当代：１，０００円（希望者） 

申込締切日：平成２９年１月２７日（金）現金書留等にて県連事務局必着 

 

（９）第２回女子剣道指導法講習会開催について           資料 ６ 

    期 日：平成２９年２月２５日（土）～２６日（日）２日間 

    会 場：兵庫県立武道館 

        兵庫県姫路市西延末５０４番地 

        TEL ０７９－２９２－８２１０ 

    主 催：全日本剣道連盟 

    受講資格：県剣連登録会員で、剣道五段以上の女子 

    申込締切：申込書のみ平成２８年１２月２６日（月）まで県連事務局必着 

 

宿泊費、食事代等については、全剣連より受講者決定通知が届き次第 

受講者に個別に連絡します。  

 

（１０）第１５回神奈川県剣道祭について               

  日 時：平成２９年３月５日（日） 

  会 場：県立武道館 

①  平成２８年度 神奈川県剣道連盟 功労賞受賞者について   

     ２８年度：根本 稠、吉野 照雄、丸田 九州男、並木 幸一、加藤 圭伊子 

②  日本剣道形  

     ２８年度 打太刀 山崎 輝美   仕太刀 石原 和彦 

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。 
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（１１）剣道大会の結果について   

 ① 第６３回神奈川県剣道大会 

   期 日：平成２８年１２月４日（日） 会 場：県立武道館 

   優 勝 横須賀剣道連盟    

準優勝 川崎市剣道連盟 

   三 位 平塚市剣道連盟   旭区剣道連盟 

 

（１２）平成２８年度審査会結果について    

  ＜剣道＞  

平成２８年１１月２３日（水・祝）東京武道館 

＜七段＞ ２３名 

米澤 正義（４３歳・横須賀）   石井 忠義（４４歳・小田原） 

Stuart Burke（４4 歳・藤沢市）  千葉三千子（４８歳・鎌 倉） 

寺岡 直人（４８歳・港北区）   鷲尾 卓己（５１歳・平塚市） 

井上 邦彦（５１歳・瀬谷区）   宮本 健二（５３歳・泉 区） 

宇田 正光（５３歳・港南区）   山本  知（５３歳・警 察） 

吉賀 栄治（５３歳・相模原市）  丸尾 幸司（５４歳・青葉区） 

阿久津正明（５６歳・川崎市）   宮本 直行（５７歳・南 区） 

原田  護（５７歳・旭 区）   伊藤  弘（５９歳・川崎市） 

寺元 公則（６１歳・横須賀）   豊村  悟（６３歳・西 区） 

佐々木英典（６３歳・相模原市）  軽部 美好（６６歳・川崎市） 

川崎 充通（６７歳・川崎市）   皆川  浩（７３歳・鎌 倉） 

  田中 義男（８１歳・相模原市） 

 

 平成２８年１１月２４日（木）東京武道館 

＜七段＞ １５名 

小野寺将崇（４４歳・横須賀）   斎藤 俊宣（４６歳・相模原市） 

出口 秀樹（４７歳・横須賀）   田村 英樹（５２歳・戸塚区） 

松岡  亨（６０歳・藤沢市）   氏原 基博（６１歳・横須賀） 

庄堂  彰（６３歳・横須賀）   山口 清二（６５歳・小田原） 

奥村  猛（６６歳・戸塚区）   中村 全孝（６８歳・磯子区） 

巻幡 久子（７１歳・相模原市）  髙橋 綾子（７１歳・鎌 倉） 

有馬桂太郎（７２歳・大和市）   武田 一朗（７２歳・青葉区） 

  渡部 伸夫（７４歳・相模原市） 
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平成２８年１１月２５日（金）八王子 

＜六段＞ ５４名 

渕  武蔵（３０歳・川崎市）   勝見 洋介（３０歳・警 察） 

川口 尚史（３１歳・警 察）   蒔苗 裕平（３１歳・横須賀） 

飯泉 弘行（３３歳・川崎市）   岩崎  允（３３歳・警 察） 

島田 暁洋（３５歳・警 察）   米田 幸司（３５歳・神奈川区） 

関  一寛（３６歳・警 察）   岩﨑 州彦（３７歳・中 郡） 

福本  紫（３８歳・相模原市）  江川龍太郎（３８歳・厚 木） 

小原 光孝（４０歳・海老名）   増山  剛（４１歳・神奈川区） 

後山 貴史（４１歳・川崎市）   林   孝（４２歳・相模原市） 

木立 尚志（４３歳・相模原市）  吉田 理樹（４３歳・海老名市） 

武田 信玄（４４歳・金沢区）   坂﨑 尚生（４５歳・茅ヶ崎市） 

遊佐 晴美（４５歳・鎌 倉）   小泉 卓哉（４５歳・大和市） 

渡邊 貴靖（４５歳・南足柄市）  北川 博敏（４５歳・港北区） 

鈴木 一伸（４６歳・港北区）   江川久美子（４７歳・港南区） 

阿南  裕（４８歳・旭 区）   山下  勉（４８歳・港北区） 

岐津 一道（４８歳・保土ケ谷区） 笠原  潔（４９歳・藤沢市） 

野村 博昭（４９歳・川崎市）   荘司 智明（４９歳・相模原市） 

金子 悦代（５０歳・大和市）   森  俊樹（５０歳・川崎市） 

鈴木 一喜（５２歳・港北区）   福間 義也（５５歳・栄 区） 

池田 俊朗（５５歳・港北区）   田中嶋広安（５６歳・戸塚区） 

本田 高義（５６歳・小田原）   大野  誠（５７歳・小田原） 

神山 誠一（５７歳・川崎市）   竹林 京子（５８歳・旭 区） 

秋澤 和美（６０歳・金沢区）   豊澤  実（６０歳・相模原市） 

山口 賢一（６１歳・秦野市）   木村 利雄（６４歳・旭 区） 

橋本 明博（６６歳・藤沢市）   水川 廣行（６７歳・海老名市） 

宮本 幸平（６８歳・横須賀）   吉田 茂昭（７１歳・戸塚区） 

戸松  怜（７１歳・港南区）   鈴木 芳一（７２歳・横須賀） 

海老原 肇（７６歳・横須賀）   中村紀美代（７８歳・相模原市） 
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（１３）報告・連絡事項 

   ① 事務局の年末・年始の休暇について  

      平成２８年１２月２７日（火）～平成２９年１月５日（木） 

 

② 平成２９年度 県立武道館利用・行事予定について  

 調整会議：平成２９年２月４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： 平成２９年１月１２日（木）午後６時～ 

     会 場： 新横浜国際ホテル 

     新年会： 理事会終了後  

 

④ 平成２８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 ７ 

 

 

１月理事会 議事録署名人の当番は、戸塚区支部、小田原支部です。 

 

 

４．その他 

    

 

 

５．閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


