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平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度 

第第第第１１１１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 

４４４４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００００００００分分分分～～～～ 

                                                                                        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 

理事数理事数理事数理事数                        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 

出席監事数出席監事数出席監事数出席監事数                        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 

磯子磯子磯子磯子区区区区支部支部支部支部                                                印印印印 

 

横須賀横須賀横須賀横須賀支部支部支部支部                                                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    神奈川県剣道連盟事業報告神奈川県剣道連盟事業報告神奈川県剣道連盟事業報告神奈川県剣道連盟事業報告                                          資料資料資料資料    １１１１ 

 

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度    年度会費及年度会費及年度会費及年度会費及びびびび一級登録会員明細表一級登録会員明細表一級登録会員明細表一級登録会員明細表                              資料資料資料資料    ２２２２ 

 

（（（（３３３３））））全剣連後援全剣連後援全剣連後援全剣連後援    「「「「審判法審判法審判法審判法」」」」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 

日日日日    時時時時：：：：    ６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））９９９９時時時時    受付受付受付受付    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    開会式開会式開会式開会式 

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：：：：    範士八段範士八段範士八段範士八段    氏家氏家氏家氏家    道男先生道男先生道男先生道男先生        教士八段教士八段教士八段教士八段    山﨑山﨑山﨑山﨑        尚先生尚先生尚先生尚先生 

地元講師地元講師地元講師地元講師：：：： 小山小山小山小山    則夫則夫則夫則夫        竹井竹井竹井竹井    浩司浩司浩司浩司 

受講受講受講受講資格資格資格資格：：：： 剣道六段以上剣道六段以上剣道六段以上剣道六段以上     

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：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円（（（（希望者希望者希望者希望者）））） 

申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））理事会理事会理事会理事会のののの日日日日 

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てえてえてえて各支部一括各支部一括各支部一括各支部一括でででで 

 

（（（（４４４４））））第第第第１１７１１７１１７１１７回全剣連回全剣連回全剣連回全剣連「「「「剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員（（（（初級専門科目初級専門科目初級専門科目初級専門科目））））講習会講習会講習会講習会」」」」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    間間間間：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））２２２２泊泊泊泊３３３３日日日日 

講習会場講習会場講習会場講習会場････宿舎宿舎宿舎宿舎：：：：産業技術教育訓練産業技術教育訓練産業技術教育訓練産業技術教育訓練センターセンターセンターセンター 

                                北海道北海道北海道北海道    札幌市中央区円山西町札幌市中央区円山西町札幌市中央区円山西町札幌市中央区円山西町 6-4-51 

申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））県連事務局必着県連事務局必着県連事務局必着県連事務局必着のことのことのことのこと 

※※※※ ３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（木木木木））））各支部事務局長宛各支部事務局長宛各支部事務局長宛各支部事務局長宛メールメールメールメール配信配信配信配信しししし、、、、またまたまたまた、、、、県連県連県連県連ホームページホームページホームページホームページ

にににに掲載掲載掲載掲載しましたしましたしましたしました 

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登録会員登録会員登録会員登録会員でででで剣道剣道剣道剣道５５５５段以上段以上段以上段以上                                            

７０７０７０７０歳以下歳以下歳以下歳以下（（（（年齢基準年齢基準年齢基準年齢基準はははは開催日開催日開催日開催日とするとするとするとする）））） 
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（（（（５５５５））））第第第第５７５７５７５７回全日本女子剣道選手権大会県予選会回全日本女子剣道選手権大会県予選会回全日本女子剣道選手権大会県予選会回全日本女子剣道選手権大会県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：：：：７７７７月月月月７７７７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分開始分開始分開始分開始 

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    １０００１０００１０００１０００円円円円 

申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））    支部長会議支部長会議支部長会議支部長会議のののの日日日日 

               参加料参加料参加料参加料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てえてえてえて各支部一括各支部一括各支部一括各支部一括でででで 

 

（（（（６６６６））））剣道剣道剣道剣道(審判法審判法審判法審判法)講習会講習会講習会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    ５５５５ 

日日日日    時時時時：：：：７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００ 

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 

受講資格受講資格受講資格受講資格：：：：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、、、、４４４４段以上段以上段以上段以上のもののもののもののもの 

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：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円    (希望者希望者希望者希望者) 

申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））    支部長会議支部長会議支部長会議支部長会議のののの日日日日     

              受講料受講料受講料受講料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てえてえてえて各支部一括各支部一括各支部一括各支部一括でででで 

 

（（（（７７７７））））報告事項報告事項報告事項報告事項 

            ①①①①    第第第第５５５５６６６６回回回回    剣道中堅指導者講習会剣道中堅指導者講習会剣道中堅指導者講習会剣道中堅指導者講習会へのへのへのへの派遣派遣派遣派遣にににについてついてついてついて 

期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１１１１３３３３（（（（水水水水）～）～）～）～１１１１７７７７日日日日（（（（日日日日）））） 

会会会会    場場場場：：：：奈良市奈良市奈良市奈良市中央武道場中央武道場中央武道場中央武道場 

参加者参加者参加者参加者：：：：大上大上大上大上    隆志隆志隆志隆志（（（（警察官警察官警察官警察官））））        笹木笹木笹木笹木    春光春光春光春光（（（（教員教員教員教員）））） 

全剣連申込締切全剣連申込締切全剣連申込締切全剣連申込締切：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年４４４４月月月月２２２２7 日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまで 

 

（（（（８８８８））））大会結果大会結果大会結果大会結果 

          ①①①①    神奈川県中学校全国関東強化研修会神奈川県中学校全国関東強化研修会神奈川県中学校全国関東強化研修会神奈川県中学校全国関東強化研修会 

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））････ 小田原小田原小田原小田原アリーナアリーナアリーナアリーナ 

男子団体戦男子団体戦男子団体戦男子団体戦        優優優優    勝勝勝勝            潮潮潮潮田中田中田中田中 

                            準準準準優勝優勝優勝優勝            西西西西那那那那須須須須野野野野中中中中（（（（栃栃栃栃木木木木））））                         

                            三三三三    位位位位            保保保保土土土土ケケケケ谷谷谷谷中中中中        横横横横浜浜浜浜中中中中 

                                                                     

女子団体戦女子団体戦女子団体戦女子団体戦        優優優優    勝勝勝勝            幕張幕張幕張幕張本本本本郷郷郷郷中中中中（（（（千葉千葉千葉千葉）））） 

                            準準準準優勝優勝優勝優勝            壬壬壬壬生中生中生中生中（（（（栃栃栃栃木木木木）））） 

                            三三三三    位位位位            潮潮潮潮田中田中田中田中        淑徳巣鴨淑徳巣鴨淑徳巣鴨淑徳巣鴨中中中中（（（（東東東東京京京京）））） 

 

          ②②②②    第第第第５９５９５９５９回全国選回全国選回全国選回全国選抜少抜少抜少抜少年剣道年剣道年剣道年剣道錬錬錬錬成大会成大会成大会成大会 

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））・・・・水水水水戸戸戸戸市市市市青柳公園青柳公園青柳公園青柳公園市市市市民民民民体育館体育館体育館体育館 

                                敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞            直直直直信信信信舘和泉舘和泉舘和泉舘和泉道場道場道場道場 

                                                        横横横横浜三浜三浜三浜三ツツツツ境境境境剣剣剣剣友友友友会会会会 
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          ③③③③    第第第第２７２７２７２７回全国回全国回全国回全国高等高等高等高等学校剣道選学校剣道選学校剣道選学校剣道選抜抜抜抜大会大会大会大会 

                平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））・・・・春日井市春日井市春日井市春日井市総合総合総合総合体育館体育館体育館体育館 

                男子団体男子団体男子団体男子団体のののの部部部部    １１１１回戦回戦回戦回戦敗退敗退敗退敗退             

                                            桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園    １１１１－－－－１１１１（（（（代代代代））））龍谷龍谷龍谷龍谷大平大平大平大平安安安安（（（（京都京都京都京都）））） 

                女子団体女子団体女子団体女子団体のののの部部部部    １１１１回戦回戦回戦回戦敗退敗退敗退敗退             

                                            桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園    １１１１－－－－２２２２            札幌日大札幌日大札幌日大札幌日大（（（（北海道北海道北海道北海道）））） 

 

          ④④④④    第第第第４０４０４０４０回全国回全国回全国回全国スポスポスポスポーーーーツツツツ少少少少年団剣道年団剣道年団剣道年団剣道交流交流交流交流大会大会大会大会 

                 平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日）～）～）～）～２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火））））    東東東東京京京京武道館武道館武道館武道館 

                        団体団体団体団体試合試合試合試合    予選予選予選予選リーリーリーリーググググ敗退敗退敗退敗退（（（（１１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗）））） 

                                                    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    １１１１－－－－２２２２    京都府京都府京都府京都府 

                                                    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    ２２２２－－－－１１１１    愛媛愛媛愛媛愛媛県県県県 

                        男子男子男子男子個個個個人人人人    敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞（（（（ベストベストベストベスト１６１６１６１６））））    久久久久川川川川    泰史泰史泰史泰史 

女子女子女子女子個個個個人人人人    敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞（（（（ベストベストベストベスト１６１６１６１６））））    勝目勝目勝目勝目    好羽好羽好羽好羽 

 

⑤⑤⑤⑤    第第第第４７４７４７４７回回回回魁星旗争奪魁星旗争奪魁星旗争奪魁星旗争奪全国全国全国全国高高高高校勝校勝校勝校勝抜抜抜抜剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会 

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～３１３１３１３１日日日日（（（（土土土土））））    秋秋秋秋田県立武道館田県立武道館田県立武道館田県立武道館 

                        ベストベストベストベスト３２３２３２３２        横横横横浜商浜商浜商浜商大大大大高高高高    横横横横浜高浜高浜高浜高校校校校 

                第第第第３４３４３４３４回回回回魁星旗争奪魁星旗争奪魁星旗争奪魁星旗争奪全国全国全国全国高高高高校女子剣道大会校女子剣道大会校女子剣道大会校女子剣道大会 

                        決決決決勝戦勝戦勝戦勝戦        中中中中村村村村学学学学園園園園(福岡福岡福岡福岡)    ２２２２－－－－００００    守谷守谷守谷守谷（（（（茨城茨城茨城茨城）））） 

                        優優優優    勝勝勝勝        中中中中村村村村学学学学園園園園(福岡福岡福岡福岡)     

                        準準準準優勝優勝優勝優勝        守谷守谷守谷守谷（（（（茨城茨城茨城茨城）））） 

                        三三三三    位位位位        桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園            東東東東奥義塾奥義塾奥義塾奥義塾（（（（青森青森青森青森）））） 

優優優優秀秀秀秀選手選手選手選手    三森三森三森三森    淑恵淑恵淑恵淑恵（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

優優優優秀秀秀秀監監監監督督督督    月月月月岡岡岡岡    陽輔陽輔陽輔陽輔（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園）））） 

 

４４４４．．．．そそそそのののの他他他他 

                ①①①①「「「「月月月月刊刊刊刊武道武道武道武道」「」「」「」「月月月月刊刊刊刊剣剣剣剣窓窓窓窓」」」」購読購読購読購読のののの申申申申しししし込込込込みみみみ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 

                 申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））までまでまでまでにににに申込書申込書申込書申込書、、、、購読購読購読購読料料料料をををを、、、、 

                                            現現現現金書金書金書金書留留留留でででで支部一括支部一括支部一括支部一括でででで申申申申しししし込込込込みくださみくださみくださみくださいいいい。。。。 

                ②②②②「「「「月月月月刊刊刊刊剣剣剣剣窓窓窓窓」」」」ついてついてついてついてはははは、、、、特特特特にににに五五五五段以上段以上段以上段以上のののの方方方方ににににはははは、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも購入購入購入購入しししし 

                            剣道剣道剣道剣道界界界界のののの最新情最新情最新情最新情報報報報をををを把握把握把握把握していたしていたしていたしていただきだきだきだきたいたいたいたい。。。。 

                ③③③③    ＤＶＤ｢ＤＶＤ｢ＤＶＤ｢ＤＶＤ｢2018熱闘熱闘熱闘熱闘横横横横浜七浜七浜七浜七段戦段戦段戦段戦｣｣｣｣ののののごごごご紹介紹介紹介紹介(剣道時代剣道時代剣道時代剣道時代よりよりよりより)         別別別別    紙紙紙紙  

 

※※※※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    ５５５５月月月月３１３１３１３１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     

                            議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人のののの当当当当番番番番はははは金金金金沢沢沢沢区区区区支部支部支部支部、、、、平平平平塚塚塚塚市市市市支部支部支部支部でででですすすす。。。。 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 
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※ 役役役役員員員員のののの変更変更変更変更がががが報告報告報告報告されされされされましたましたましたました。。。。 

 

茅ヶ崎市  （２４） 
  

H.30.3.28 

     

職 氏    名 〒 住         所 電    話 

県理事県理事県理事県理事    佐藤 敬 
253- 

0071 
茅ヶ崎市萩園２２５５－８ 

   0467-87-2221 

FAX     なし 

 

 

大 和 市 （３１） 
  

H30.4.3  

     

職 氏    名 〒 住         所 電    話 

会会会会    長長長長    戸塚 義孝 
242- 

0029 
大和市上草柳３－１５－１３ 

   046-208-3331 

FAX     〃 

副会長 鈴木 正幸 
 

留任  

副会長 濵﨑 壽人 
 

留任 
 

副会長副会長副会長副会長    沖津 和義 
242- 

0005 
大和市鶴間１－２１－８ 

046-263-2374 

FAX     〃 

理事長 髙島 良二 
 

留任 
 

県理事 髙島 良二 
 

留任 
 

事務局長事務局長事務局長事務局長    田部 岳史 
225-

0023 
横浜市青葉区大場町３９０－１０ 

TEL 045-567-6218 

FAX     〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


