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平平平平成成成成２２２２９９９９年度年度年度年度 

第第第第４４４４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２２２２９９９９年年年年７７７７月月月月１１１１３３３３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                ６６６６９９９９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 筑都 筑都 筑都 筑 区区区区支部支部支部支部                                                        印印印印 

 

                                                                            海老名市海老名市海老名市海老名市支部支部支部支部                                                        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２２２２９９９９年度年度年度年度「「「「少年剣道奨励賞少年剣道奨励賞少年剣道奨励賞少年剣道奨励賞」」」」候補候補候補候補推薦推薦推薦推薦についてについてについてについて                                     

            ・・・・推薦書推薦書推薦書推薦書のののの様式様式様式様式はははは、、、、6 月月月月 14 日日日日（（（（水水水水））））メールでメールでメールでメールで支部担当者支部担当者支部担当者支部担当者にににに送付送付送付送付済済済済みですみですみですみです。。。。 

推薦書推薦書推薦書推薦書のののの運営方針運営方針運営方針運営方針・・・・指導指導指導指導のののの内容内容内容内容はははは、、、、箇条書箇条書箇条書箇条書ににににしてしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。 

推薦理由欄推薦理由欄推薦理由欄推薦理由欄はははは各支部各支部各支部各支部としてのとしてのとしてのとしての推薦理由推薦理由推薦理由推薦理由をををを記入記入記入記入ししししてくださいてくださいてくださいてください。。。。 

提出提出提出提出のののの祭祭祭祭、、、、推薦要件推薦要件推薦要件推薦要件をををを満満満満たしているかたしているかたしているかたしているか確認確認確認確認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。。。。 

・・・・提出期限提出期限提出期限提出期限はははは、、、、８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））ままままでにメールでおでにメールでおでにメールでおでにメールでお願願願願しますしますしますします（（（（必着必着必着必着）））） 

                        メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス    jimukyoku@kanagawa-kenren.com 
 

（（（（２２２２））））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についてについてについてについて                                                             

                開催日開催日開催日開催日：：：：７７７７月月月月１１１１５５５５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 

                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：：：： 笠村笠村笠村笠村    浩二浩二浩二浩二        田島東海男田島東海男田島東海男田島東海男        澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢        吉村吉村吉村吉村    哲夫哲夫哲夫哲夫 

        受講者受講者受講者受講者：：：： ４４４４段以上段以上段以上段以上        １１１１１１１１３３３３名名名名 

 

（（（（３３３３））））第第第第９９９９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についてについてについてについて 

    開催日開催日開催日開催日    ７７７７月月月月１１１１５５５５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 
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（（（（４４４４））））第第第第５５５５７７７７回関東七県対抗剣道大会回関東七県対抗剣道大会回関東七県対抗剣道大会回関東七県対抗剣道大会についてについてについてについて 

                    開催日開催日開催日開催日：：：：７７７７月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（日日日日）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：山梨県山梨県山梨県山梨県    小瀬小瀬小瀬小瀬スポーツスポーツスポーツスポーツ公園武道館公園武道館公園武道館公園武道館 

                    監督監督監督監督・・・・選手選手選手選手    男子男子男子男子６６６６名名名名（（（（監督監督監督監督１１１１名名名名・・・・選手選手選手選手５５５５名名名名））））、、、、女子女子女子女子３３３３名名名名（（（（選手選手選手選手３３３３名名名名）））） 

                    審判員審判員審判員審判員            宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕        小山小山小山小山    則夫則夫則夫則夫                 

 

（（（（５５５５））））第第第第４０４０４０４０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・・・・県青少年武道県青少年武道県青少年武道県青少年武道（（（（剣道剣道剣道剣道））））錬成会錬成会錬成会錬成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                                            

                    開催日開催日開催日開催日：：：：    ８８８８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 

                    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 

                    参加団体数参加団体数参加団体数参加団体数：：：：７７７７７７７７チームチームチームチーム 

 

（（（（６６６６））））第第第第２１２１２１２１回剣道八段受審者研修会回剣道八段受審者研修会回剣道八段受審者研修会回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                                        資料資料資料資料    １１１１                     

                    期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月１６１６１６１６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 

                    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    太田太田太田太田    忠徳忠徳忠徳忠徳    先生先生先生先生（（（（東東東東    京京京京）））） 

                                    範士範士範士範士    梯梯梯梯        正治正治正治正治    先生先生先生先生（（（（東東東東    京京京京）））） 

                    受講料受講料受講料受講料：：：：７０７０７０７０歳未満歳未満歳未満歳未満３３３３，，，，００００００００００００円円円円、、、、７０７０７０７０歳以上歳以上歳以上歳以上１１１１，，，，００００００００００００円円円円 

                                    年齢基準年齢基準年齢基準年齢基準はははは、、、、研修会当日研修会当日研修会当日研修会当日とするとするとするとする。。。。 

                                      弁当代弁当代弁当代弁当代：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円（（（（希望者希望者希望者希望者）））） 

締切日締切日締切日締切日：：：：８８８８月月月月２５２５２５２５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・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代ともともともとも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 

 

（（（（７７７７））））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：：：：９９９９月月月月３０３０３０３０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 

                    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 

                    受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円      弁当代弁当代弁当代弁当代（（（（希望者希望者希望者希望者））））：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円 

                    携行品携行品携行品携行品：：：：剣道剣道剣道剣道着着着着・・・・袴袴袴袴、、、、    剣道具剣道具剣道具剣道具 

                申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：８８８８月月月月２２２２５５５５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・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代ともともともとも現金書留現金書留現金書留現金書留等等等等にてにてにてにて県県県県剣剣剣剣連事務局必着連事務局必着連事務局必着連事務局必着 

                     

（（（（８８８８））））第第第第４２４２４２４２回回回回県母子剣道大会県母子剣道大会県母子剣道大会県母子剣道大会・・・・県東県東県東県東西西西西対抗剣道大会対抗剣道大会対抗剣道大会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    ３３３３ 

期期期期    日日日日：：：：  １０１０１０１０月月月月９９９９日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） 

                ①①①① 母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会            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 

                ②②②② 東東東東西西西西対抗剣道大会対抗剣道大会対抗剣道大会対抗剣道大会    １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分受付分受付分受付分受付    午後午後午後午後１１１１時開会時開会時開会時開会 

                    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 

                    係係係係    員員員員：：：：    横浜市内横浜市内横浜市内横浜市内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 

            申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：①①①① 母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会母子剣道大会        ②②②② 東東東東西西西西対抗剣道大会対抗剣道大会対抗剣道大会対抗剣道大会     

ともにともにともにともに９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまでにににに郵郵郵郵送送送送・・・・FＡＸＡＸＡＸＡＸ・メール・メール・メール・メール等等等等でででで事務局事務局事務局事務局必着必着必着必着ののののこここことととと 
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（（（（９９９９））））第第第第１１５１１５１１５１１５回全剣連回全剣連回全剣連回全剣連「「「「社社社社会体会体会体会体育育育育指導員剣道指導員剣道指導員剣道指導員剣道（（（（初級初級初級初級）」）」）」）」おおおおよびよびよびよび養養養養成講習会開催成講習会開催成講習会開催成講習会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：：：：１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））～～～～１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５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：：：：新新新新潟潟潟潟市市市市西川総合西川総合西川総合西川総合体体体体育育育育館館館館 

                    申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：    ８８８８月月月月１１１１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      

                ※※※※    各支部各支部各支部各支部にはにはにはには、、、、６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火））））にメールにメールにメールにメール配信配信配信配信していますしていますしていますしています。。。。 

 

（（（（１１１１００００））））各各各各種種種種大会出場選手大会出場選手大会出場選手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６６６６７７７７回日回日回日回日光光光光剣道大会関東都県団体対抗優勝大会剣道大会関東都県団体対抗優勝大会剣道大会関東都県団体対抗優勝大会剣道大会関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（（（（金金金金）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    日日日日光光光光東東東東照照照照宮武徳宮武徳宮武徳宮武徳殿殿殿殿 

                監監監監    督督督督        教教教教士八段士八段士八段士八段        宮崎宮崎宮崎宮崎    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        北北北北条条条条    忠忠忠忠臣臣臣臣（（（（警察職警察職警察職警察職員員員員）））） 

                                        副副副副    将将将将        田田田田中中中中    将将将将史史史史（（（（横浜横浜横浜横浜刑刑刑刑務務務務所所所所）））） 

中中中中    堅堅堅堅        松松松松本本本本    勝範勝範勝範勝範（（（（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    章章章章太太太太（（（（会会会会社社社社員員員員）））） 

                                        先先先先    鋒鋒鋒鋒        千葉千葉千葉千葉    一輝一輝一輝一輝（（（（県立大県立大県立大県立大船高校船高校船高校船高校）））） 

                審判員審判員審判員審判員            竹井竹井竹井竹井    浩浩浩浩司司司司        髙野髙野髙野髙野        力力力力 

 

②②②②    第第第第７７７７２２２２回国回国回国回国民民民民体体体体育育育育大会関東大会関東大会関東大会関東ブロックブロックブロックブロ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１１１１９９９９日日日日（（（（土土土土）））） 

                会会会会    場場場場：：：：群馬群馬群馬群馬県県県県前橋前橋前橋前橋市市市市    ＡＬＳＯＫＡＬＳＯＫＡＬＳＯＫＡＬＳＯＫぐんぐんぐんぐんまままま総合総合総合総合スポーツスポーツスポーツスポーツセンタセンタセンタセンターーーー    ぐんぐんぐんぐんまままま武道館武道館武道館武道館 

                                            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 

                ＜＜＜＜成年女子成年女子成年女子成年女子＞＞＞＞    監監監監    督督督督        高橋高橋高橋高橋由由由由美美美美子子子子（（（（南南南南    区区区区）））） 

                                            先先先先    鋒鋒鋒鋒        松松松松本本本本    弥弥弥弥月月月月（（（（警警警警    察察察察）））） 

                                            中中中中    堅堅堅堅        稲葉稲葉稲葉稲葉    美穂美穂美穂美穂（（（（川川川川    崎崎崎崎）））） 

    大大大大    将将将将        平平平平野野野野    晴晴晴晴子子子子（（（（川川川川    崎崎崎崎）））） 

                ＜＜＜＜少年男子少年男子少年男子少年男子＞＞＞＞    監監監監    督督督督        有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史（（（（県立県立県立県立橋橋橋橋本本本本高校高校高校高校）））） 

                                            ココココーチーチーチーチ        雨谷雨谷雨谷雨谷    武武武武蔵蔵蔵蔵（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

                                            先先先先    鋒鋒鋒鋒        北北北北村村村村    拓丸拓丸拓丸拓丸（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

                                            次次次次    鋒鋒鋒鋒        馬馬馬馬場場場場    耀耀耀耀大大大大（（（（慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾高校高校高校高校）））） 

                        中中中中    堅堅堅堅        田田田田邉邉邉邉    翔吾翔吾翔吾翔吾（（（（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        宗宗宗宗        亮典亮典亮典亮典（（（（横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高校高校高校高校）））） 

                                            大大大大    将将将将        森森森森山山山山    竜竜竜竜成成成成（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

                                            補補補補    欠欠欠欠        早川早川早川早川    二二二二弓弓弓弓（（（（県立希望県立希望県立希望県立希望ヶヶヶヶ丘丘丘丘高校高校高校高校）））） 
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                ＜＜＜＜少年女子少年女子少年女子少年女子＞＞＞＞    監監監監    督督督督        今里今里今里今里        学学学学（（（（県立県立県立県立荏荏荏荏田田田田高校高校高校高校）））） 

                                            ココココーチーチーチーチ        月月月月岡岡岡岡    陽輔陽輔陽輔陽輔（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒        井井井井上上上上    和泉和泉和泉和泉（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

                                            次次次次    鋒鋒鋒鋒        田田田田口口口口    美緑美緑美緑美緑（（（（神神神神大大大大附属附属附属附属高校高校高校高校）））） 

中中中中    堅堅堅堅        薩摩薩摩薩摩薩摩    夏帆夏帆夏帆夏帆（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

                                            副副副副    将将将将        渡渡渡渡部日部日部日部日向向向向子子子子（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

大大大大    将将将将        榎榎榎榎本本本本    琴音琴音琴音琴音（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

補補補補    欠欠欠欠        櫻井陽奈櫻井陽奈櫻井陽奈櫻井陽奈子子子子（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校）））） 

                                審判員審判員審判員審判員        石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦        宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕        山崎山崎山崎山崎    輝美輝美輝美輝美 

 

                    ※※※※    組合組合組合組合せせせせ抽抽抽抽選会選会選会選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        ７７７７月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時～～～～         

                        会会会会    場場場場        ワシントンプラザワシントンプラザワシントンプラザワシントンプラザホテルホテルホテルホテル（（（（高高高高崎市崎市崎市崎市）））） 

                        出席者出席者出席者出席者        今里今里今里今里        学学学学（（（（高高高高体連体連体連体連）、）、）、）、籾籾籾籾山山山山    孝明孝明孝明孝明（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長）））） 

 

③③③③    寛仁親王杯寛仁親王杯寛仁親王杯寛仁親王杯    第第第第１１１１７７７７回剣道八段選回剣道八段選回剣道八段選回剣道八段選抜抜抜抜大会大会大会大会     

                日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年９９９９月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後１１１１時時時時４５４５４５４５分開始分開始分開始分開始 

                会会会会    場場場場：：：：東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館     

                審判員審判員審判員審判員：：：：伊藤伊藤伊藤伊藤    陽文陽文陽文陽文        篠塚篠塚篠塚篠塚    増穗増穗増穗増穗        網網網網代代代代    忠忠忠忠宏宏宏宏 

                選選選選    手手手手：：：：吉村吉村吉村吉村    哲夫哲夫哲夫哲夫        宮崎宮崎宮崎宮崎    正裕正裕正裕正裕        宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕        織口織口織口織口    剛次剛次剛次剛次 

 

④④④④    第第第第１２１２１２１２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１７１７１７１７日日日日（（（（日日日日））））             

会会会会    場場場場：：：：    大大大大阪阪阪阪市市市市    府府府府民共民共民共民共済済済済スースースースーパパパパーアーアーアーアリリリリーーーーナナナナ    （（（（旧舞洲旧舞洲旧舞洲旧舞洲アアアアリリリリーーーーナナナナ）））） 

                〒〒〒〒554-0042 大大大大阪阪阪阪市市市市此花此花此花此花区区区区北港緑地北港緑地北港緑地北港緑地 2丁目丁目丁目丁目 

                ℡℡℡℡06-6460-1811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小小小小学学学学生生生生のののの部部部部 中学中学中学中学生生生生のののの部部部部 

監監監監    督督督督 外﨑外﨑外﨑外﨑        学学学学（（（（川川川川崎崎崎崎御幸御幸御幸御幸剣剣剣剣友友友友会会会会）））） 中中中中島島島島    一憲一憲一憲一憲（（（（横浜市立横浜市立横浜市立横浜市立保保保保土土土土ケケケケ谷中谷中谷中谷中）））） 

大大大大    将将将将 石石石石田田田田    健真健真健真健真（（（（都都都都岡岡岡岡剣剣剣剣友友友友会会会会）））） 田田田田中中中中    織芽織芽織芽織芽（（（（横横横横    浜浜浜浜・・・・六六六六角橋中角橋中角橋中角橋中）））） 

副副副副    将将将将 秋葉秋葉秋葉秋葉    武武武武虎虎虎虎（（（（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）））） 井井井井上上上上    龍介龍介龍介龍介（（（（横横横横    浜浜浜浜・・・・横浜横浜横浜横浜中中中中）））） 

中中中中    堅堅堅堅 外﨑外﨑外﨑外﨑    心心心心人人人人（（（（川川川川崎崎崎崎御幸御幸御幸御幸剣剣剣剣友友友友会会会会）））） 武石武石武石武石    融知融知融知融知（（（（相模原相模原相模原相模原・・・・東海大相模中東海大相模中東海大相模中東海大相模中）））） 

次次次次    鋒鋒鋒鋒 大大大大塚塚塚塚    博敏博敏博敏博敏（（（（錬武館錬武館錬武館錬武館）））） 岸岸岸岸本本本本彩花音彩花音彩花音彩花音（（（（横横横横    浜浜浜浜・・・・潮潮潮潮田田田田中中中中）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒 中中中中田田田田    侑志侑志侑志侑志（（（（ＢＳＣＢＳＣＢＳＣＢＳＣ剣剣剣剣志志志志会会会会）））） 鈴鈴鈴鈴木木木木        光光光光（（（（横横横横    浜浜浜浜・・・・都田都田都田都田中中中中）））） 
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（（（（１１１１１１１１））））剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会・・・・審審審審査査査査会会会会のののの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６４６４６４６４回関東回関東回関東回関東高高高高等等等等学校学校学校学校剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会のののの結果結果結果結果 

                期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））～～～～１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日）））） 

                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ちなちなちなかかかか市市市市 

                ＜＜＜＜男子団体男子団体男子団体男子団体戦戦戦戦＞＞＞＞        ベベベベスススストトトト  8    県立県立県立県立弥栄弥栄弥栄弥栄 

                ＜＜＜＜女子団体女子団体女子団体女子団体戦戦戦戦＞＞＞＞        ベベベベスススストトトト  8    桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園 

                ＜＜＜＜男子男子男子男子個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞        ベベベベスススストトトト  8    伊藤伊藤伊藤伊藤    和樹和樹和樹和樹（（（（横横横横    浜浜浜浜）））） 

                ＜＜＜＜女子女子女子女子個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞        ベベベベスススストトトト 16  石﨑石﨑石﨑石﨑    璃々璃々璃々璃々（（（（日日日日    大大大大）））） 

                ＜＜＜＜優優優優秀秀秀秀選手選手選手選手＞＞＞＞            大大大大隅隅隅隅    魁斗魁斗魁斗魁斗（（（（県立県立県立県立弥栄弥栄弥栄弥栄））））    井井井井上上上上    和泉和泉和泉和泉（（（（桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園）））） 

 

②②②②    第第第第６４６４６４６４回全国回全国回全国回全国高高高高等等等等学校総合学校総合学校総合学校総合体体体体育育育育大会県大会県大会県大会県予予予予選会選会選会選会（（（（団体団体団体団体戦戦戦戦）））） 

                期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））男子団体男子団体男子団体男子団体        会会会会    場場場場：：：：相模原相模原相模原相模原市市市市総合総合総合総合体体体体育育育育館館館館 

                                ６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））女子団体女子団体女子団体女子団体        会会会会    場場場場：：：：伊勢原伊勢原伊勢原伊勢原市市市市総合総合総合総合体体体体育育育育館館館館 

                            男子団体男子団体男子団体男子団体 女子団体女子団体女子団体女子団体 

優優優優    勝勝勝勝 桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校 桐蔭学桐蔭学桐蔭学桐蔭学園園園園高校高校高校高校 

２２２２    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 横浜横浜横浜横浜創英高校創英高校創英高校創英高校 

３３３３    位位位位 県立希望県立希望県立希望県立希望ヶヶヶヶ丘高校丘高校丘高校丘高校 県立県立県立県立弥栄高校弥栄高校弥栄高校弥栄高校 

３３３３    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 神奈川神奈川神奈川神奈川大大大大附属高校附属高校附属高校附属高校 

 

５５５５    位位位位 

横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高校高校高校高校 

鎌倉学鎌倉学鎌倉学鎌倉学園園園園高校高校高校高校 

慶應義塾高校慶應義塾高校慶應義塾高校慶應義塾高校 

横浜横浜横浜横浜高校高校高校高校 

川川川川崎市立崎市立崎市立崎市立橘高校橘高校橘高校橘高校 

横浜横浜横浜横浜商商商商大大大大高校高校高校高校 

日本大日本大日本大日本大学高校学高校学高校学高校 

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 

桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園（（（（男子男子男子男子））））は２は２は２は２年連続年連続年連続年連続２０２０２０２０回目回目回目回目のののの優勝優勝優勝優勝、、、、桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園（（（（女子女子女子女子））））は２は２は２は２年年年年ぶり１１ぶり１１ぶり１１ぶり１１回目回目回目回目のののの優勝優勝優勝優勝 

男女男女男女男女ともともともとも優勝校優勝校優勝校優勝校は８は８は８は８月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））仙台市仙台市仙台市仙台市でででで行行行行われるわれるわれるわれる全国高等学校総合体育大全国高等学校総合体育大全国高等学校総合体育大全国高等学校総合体育大

会会会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。。。。     

 

③③③③    居合居合居合居合道審道審道審道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     

                期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（金金金金）））） 

                会会会会    場場場場：：：：岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県    飛騨飛騨飛騨飛騨高高高高山山山山ビビビビックックックックアアアアリリリリーーーーナナナナ 

                    七段七段七段七段        多多多多田田田田    羊羊羊羊一一一一（（（（６２６２６２６２歳歳歳歳・・・・中中中中    区区区区））））     

 

                    六段六段六段六段        西西西西田田田田        善善善善（（（（３８３８３８３８歳歳歳歳・・・・青青青青葉葉葉葉区区区区））））    渡邉渡邉渡邉渡邉    和和和和夫夫夫夫（（（（７２７２７２７２歳歳歳歳・・・・相模原相模原相模原相模原）））） 

 

期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金）））） 

                会会会会    場場場場：：：：大大大大阪阪阪阪市市市市中中中中央央央央体体体体育育育育館館館館 

                    六六六六段段段段        山山山山口口口口    義義義義一一一一（（（（７７７７６６６６歳歳歳歳・・・・中中中中    区区区区））））     
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④④④④    第第第第４４４４６６６６回回回回神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県中学校中学校中学校中学校選選選選抜抜抜抜剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会         

                日日日日    時時時時：：：：７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））    会会会会    場場場場：：：：大大大大和和和和スポーツスポーツスポーツスポーツセンタセンタセンタセンターーーー    （（（（団体団体団体団体戦戦戦戦）））） 

                                ７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））    会会会会    場場場場：：：：鶴鶴鶴鶴見見見見大大大大学学学学体体体体育育育育館館館館 

     男子団体男子団体男子団体男子団体 男子個人男子個人男子個人男子個人 女子団体女子団体女子団体女子団体 女子個人女子個人女子個人女子個人 

優優優優    勝勝勝勝 六角橋中六角橋中六角橋中六角橋中（（（（横浜横浜横浜横浜）））） 田中田中田中田中 織芽織芽織芽織芽（（（（六角橋六角橋六角橋六角橋中中中中）））） 潮田中潮田中潮田中潮田中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 岸本彩花音岸本彩花音岸本彩花音岸本彩花音（（（（潮田潮田潮田潮田中中中中）））） 

準優勝準優勝準優勝準優勝 潮田中潮田中潮田中潮田中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 武石融知武石融知武石融知武石融知（（（（東海大相模東海大相模東海大相模東海大相模中中中中）））） 都田中都田中都田中都田中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 鈴木鈴木鈴木鈴木     光光光光（（（（都田都田都田都田中中中中）））） 

三三三三    位位位位 

戸塚中戸塚中戸塚中戸塚中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 井上井上井上井上 龍介龍介龍介龍介（（（（横浜横浜横浜横浜中中中中）））） 旭旭旭旭 中中中中（（（（相模原相模原相模原相模原）））） 伊藤伊藤伊藤伊藤 和美和美和美和美（（（（都田都田都田都田中中中中）））） 

横浜中横浜中横浜中横浜中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 正木正木正木正木 賢擁賢擁賢擁賢擁（（（（保土保土保土保土ケケケケ谷谷谷谷中中中中）））） 浜浜浜浜    中中中中 （（（（横浜横浜横浜横浜）））） 金子金子金子金子 未羽未羽未羽未羽（（（（保土保土保土保土ケケケケ谷谷谷谷中中中中）））） 

 優勝男優勝男優勝男優勝男・・・・女団体女団体女団体女団体、、、、個人男個人男個人男個人男・・・・女女女女１１１１位位位位、、、、２２２２位位位位は８は８は８は８月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～８８８８月月月月２２２２００００日日日日（（（（日日日日）））） 

            佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県でででで開催開催開催開催されるされるされるされる第第第第４４４４７７７７回全国中学校剣道大会回全国中学校剣道大会回全国中学校剣道大会回全国中学校剣道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。。。。 

 

（（（（１１１１２２２２））））そそそそのののの他他他他 

                 ①①①①    暑気払暑気払暑気払暑気払いについていについていについていについて 

                         日日日日    時時時時：：：：    ７７７７月月月月１１１１３３３３日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後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終了終了終了後後後後 

                         会会会会    場場場場：：：：    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    ２２２２階階階階    「「「「チチチチャャャャーチルーチルーチルーチル」」」」 

                                         ・・・・暑気払暑気払暑気払暑気払いいいい参加参加参加参加予予予予定定定定者者者者        ２０４２０４２０４２０４名名名名     

 

②②②②    県剣連会県剣連会県剣連会県剣連会報報報報第第第第１１１１９９９９号号号号のののの発発発発行行行行についてについてについてについて 

                         発発発発行日行日行日行日：：：：    ７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木）））） 

                         発発発発行部数行部数行部数行部数：：：：    ３３３３千千千千部部部部 

                         会会会会報規格報規格報規格報規格：：：：    ＢＢＢＢ５５５５版白黒刷版白黒刷版白黒刷版白黒刷りりりり    ２０２０２０２０頁頁頁頁 

 

                 ③③③③    事務局事務局事務局事務局のののの夏夏夏夏季休暇季休暇季休暇季休暇についてについてについてについて 

８８８８月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））～～～～８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水）））） 

 

※ 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    ９９９９月月月月１４１４１４１４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 

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    警察警察警察警察支部支部支部支部、、、、津久津久津久津久井井井井支部支部支部支部ですですですです。。。。 

 

 

４４４４．．．．閉閉閉閉        会会会会 

 

 

 

 

 

 


