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令和２年度 

第８回 神奈川県剣道連盟理事会  

令和２年１２月１０日（木）午後６時～  

於：県立武道館小道場 

理 事 数    ７１名 

出席理事数      名   

監事出席数      名     議事録署名人 

                  戸 塚 区 支 部              印 

 

                  茅ヶ崎市支部              印 

１．開     会   

２．会 長 挨 拶   

３．議     題                     

（１）令和２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 港北区剣道連盟会長 平田 邦昭  

   ② 神奈川県スポーツ優秀選手表彰  （今年度は、推薦無し）  

   「表彰式」 は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

               

（２）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１，２０７名）                

    幼稚園名： 浅間幼稚園     （西 区）       １８名 

湘南やまゆり幼稚園他（パルスポーツクラブ）９４５名 

みなみ幼稚園    （瀬谷区）      １０７名 

          みみづく幼稚園      （小田原市）         ４０名 

          マヤ保育園     （戸塚区）       ２７名 

          わたりだ保育園他  （南区）        ７０名 

                       計     １，２０７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。 

※ 申込締切日：令和３年１月１５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。 
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（３）第６９回全日本都道府県対抗剣道優勝大会県予選会について     

    期 日： 令和３年１月１６日（土） 受付９時～９時４５分  開会式１０時 

    会 場： 県立武道館 

    申込締切日：令和２年１２月１８日（金） 

    参加料：１，０００円 

 

（４）剣道指定審査員・審判員研修会（中止） 

     期 日：令和３年１月２３日（土） 

     会 場：県立武道館 

 

（５）全剣連主催「ブロック別試合・審判研修会」 

【新型コロナウィルス感染症が終息するまでの暫定的な試合・審判法】の 

     伝達講習会                        

    期 日：令和３年１月２３日（土） 

受付９時２０分～９時５０分  講習時間１０時～１３時 

会 場：県立武道館 

    講 師：笠村 浩二  石原 和彦  安藤  守  有馬 裕史 

        中島 一憲 

受講対象者：剣道指定審査員・審判員 

※ 指定審判員は、剣道着・袴・剣道具及び審判旗を持参のこと 

※ 受講対象者には 12/8（火）個々にメール配信し出欠の確認をしています 

 

（６）令和３年度 県立武道館利用・行事予定について  

    調整会議：令和３年２月６日（土） 午前１０時 県立武道館 会議室 

 

（７）第８回全日本選抜剣道七段選手権大会（横浜七段戦）（中止） 

    期 日：令和３年２月７日（日） 

    会 場：県立武道館 

    主 催：神奈川県剣道連盟 

    共 催：剣道時代（体育とスポーツ出版社） 

 

（８）第６８回全日本剣道選手権大会、第５９回全日本女子剣道選手権大会 

   神奈川県予選会（同時開催）について             資料 ２ 

    期 日：令和３年２月７日（日） 受付９時～９時４５分  開会式１０時 

    会 場：県立武道館 

申込締切日：令和３年１月１５日（金） 

   参加料を申込書に添えて、現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 

  ※ 要項は、１２月１日（火）、各支部にメール配信しました。 
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（９）剣道（六・七段受審者）講習会について            資料 ３ 

    期 日：令和３年２月１１日（木・祝） 受付９時 開講式９時３０分 

    会 場：県立武道館 

    講 師： 

受講資格：六・七段審査会の受審資格のある者 

    受講料：２，０００円（今回より変更） 弁当代 １，０００円（希望者） 

    持参品：剣道着・袴・剣道具（垂には「支部名入り名札」を着用のこと）           

    申込締切日：令和３年１月２２日（金）現金書留等にて各支部一括で 

    県連事務局必着 

 

（１０）剣道形講習会について                   資料 ４ 

    期 日： 令和３年２月２０日（土） 受付９時 開講式９時３０分 

    会 場： 県立武道館                

 講 師：  

    受講資格： 神奈川県剣道連盟の会員で剣道四段以上の者 

    受講料： １，０００円     弁当代１，０００円（希望者） 

    持参品： 剣道着・袴・垂（「支部名入り名札」着用）・木刀（大小） 

         剣道講習会資料、剣道形解説書、剣道手帳をご持参ください。 

    申込締切日：令和３年１月２２日（金） 

          現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 

（１１）第１８回神奈川県剣道祭（中止） 

    期 日：令和３年３月７日（日） 

    会 場：県立武道館 

 

（１２）剣道大会結果について               

① 第６７回神奈川県高等学校新人剣道大会 

     ＜男子団体＞ 

    １１月２３日（月・祝） 

    横浜武道館 

＜女子団体＞ 

１１月２３日（月・祝） 

横浜武道館 

優 勝 桐蔭学園 桐蔭学園 

 二 位 桐光学園 東海相模 

 三 位 

   

県立希望ヶ丘 

県立大船 

県立希望ヶ丘 

日本大学 

  

五 位 

   

   

鎌倉学園 

横浜 

慶応義塾 

県立荏田  

横浜商科大 

県立相模原弥栄 

県立荏田 

光明学園相模原 
 

   男子桐蔭学園は５大会連続１５回目の優勝 女子桐蔭学園は２大会連続５回目の優勝 
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② 第６７回神奈川県剣道大会（中止） 

      期 日：令和２年１２月６日（日）  

会 場：県立武道館 

 

（１３）令和２年度 審査会結果について    

＜剣道＞ 令和２年１１月１４日（土）名古屋市枇杷島スポーツセンター 

＜七段＞  ５名 

矢口 敏一（５２歳・藤沢市）   曽我 修教（５２歳・小田原） 

小林  徹（５７歳・泉 区）   山田 昭典（５８歳・青葉区） 

髙橋 佳久（６４歳・平塚市） 

 

＜剣道＞ 令和２年１１月１５日（日）名古屋市枇杷島スポーツセンター 

＜六段＞  ２名 

佐藤 義宗（２９歳・南 区）   林   優（４５歳・伊勢原市） 

 

 ＜剣道＞  令和２年１１月２２日（火）エスフォルタアリーナ八王子 

＜六段＞ ３１名 

宮崎 克海（３０歳・警 察）   荻島 稔行（３４歳・川崎市） 

海平 正博（３４歳・横須賀）   渡邉 祐輔（３５歳・川崎市） 

久松 勇太（３５歳・警 察）   武田  実（３７歳・秦野市） 

三代翔一朗（３８歳・横須賀）   進藤 陽介（３８歳・川崎市） 

小林 克秋（４１歳・川崎市）   小内 智之（４１歳・鶴見区） 

中林 治男（４２歳・鎌 倉）   淋 慎一郎（４４歳・川崎市） 

村上陽一郎（４４歳・相模原）   安澤 剛直（４５歳・川崎市） 

近藤 善彦（４５歳・相模原）   矢澤 修一（４５歳・港南区） 

藤﨑 顕治（４９歳・港北区）   槌田 和博（４９歳・戸塚区） 

岩田 洋行（４９歳・港南区）   林  英則（５０歳・戸塚区） 

深野 孝人（５０歳・港南区）   道元 法子（５０歳・相模原） 

小泉 典久（５３歳・厚 木）   鈴木 健二（５５歳・警 察） 

西川 宏伸（５７歳・津久井）   加藤 智史（５７歳・横須賀） 

野地 俊光（５８歳・小田原）   野村 明憲（６１歳・川崎市） 

萬代 保男（６２歳・緑 区）   濱町まみ子（６３歳・港北区） 

大谷 民雄（７４歳・伊勢原市）   

  

＜剣道＞ 令和２年１１月２４日（火）～２５日（水）東京武道館 

＜七段＞ １２名 １日目 

赤松 真枝（４０歳・相模原）   横田 真樹（４２歳・横須賀） 

三雲 謙助（４３歳・横須賀）   久賀 信人（４４歳・横須賀） 
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澤田 義子（４８歳・金沢区）   秋元  周（５６歳・川崎市） 

齋藤 達雄（６８歳・港北区）   池田 芳雄（６８歳・平塚市） 

木村 守男（７０歳・横須賀）   福谷  隆（７１歳・旭 区） 

中村 順一（７４歳・鎌 倉）   笠原 博行（７５歳・瀬谷区） 

 

＜七段＞ １８名 ２日目 

大坪 和哉（３６歳・警 察）   星野 篤史（３７歳・都筑区） 

Boris JANSEN（４２歳・都筑区）   阿部 公揮（４３歳・川崎市） 

平野 晴子（４５歳・川崎市）   滝田 哲史（４６歳・鎌 倉） 

米田 真路（４７歳・旭 区）   早川 直人（４７歳・伊勢原市） 

青木 寛之（４９歳・旭 区）   成瀬 浩章（４９歳・港北区） 

立迫 明美（４９歳・相模原）   小林 孝光（５３歳・南 区） 

須田  猛（５４歳・横須賀）   田沼 徹也（６１歳・横須賀） 

甲斐 耕司（６１歳・相模原）   及川 勇二（６８歳・横須賀） 

木暮 健児（６８歳・緑 区）   髙木 信義（７９歳・青葉区） 

 

＜剣道称号＞ 令和２年１１月２４日（火）東京武道館 

＜錬士＞  ８７名 

一番ヶ瀬俊介（３１歳・金沢区）  大塚 晃広（３２歳・中 郡） 

嶋村  駿（３２歳・港南区）   高井 英輔（３３歳・緑 区） 

小田野倫也（３３歳・栄 区）   齋藤 新作（３４歳・川崎市） 

島田 友和（３５歳・警 察）   大塚 慎也（３６歳・金沢区） 

工藤 雅史（３７歳・港北区）   竹内 昌平（３７歳・鎌 倉） 

赤木 隼人（３７歳・神奈川区）  杉山  透（３８歳・鎌 倉） 

成吉  丈（３８歳・相模原）   大谷  聡（３９歳・泉 区） 

山田 恵太（３９歳・茅ヶ崎市）  中島 一憲（４０歳・保土ケ谷区） 

安藤 誠二（４１歳・相模原）   宮﨑 貴弘（４２歳・警 察） 

塘地 尚子（４３歳・川崎市）   森田 健一（４３歳・港南区） 

本間賢二郎（４３歳・茅ヶ崎市）  小林 直斗（４４歳・戸塚区） 

中野 裕介（４４歳・厚 木）   川本 聖人（４４歳・川崎市） 

福本誠一郎（４４歳・茅ヶ崎市）  田尾 逸人（４４歳・藤沢市） 

小澤 信弘（４５歳・港北区）   加藤 達之（４６歳・川崎市） 

石堂虎太郎（４６歳・川崎市）   高島 俊裕（４７歳・港南区） 

辻井  路（４７歳・都筑区）   安田 英貴（４７歳・平塚市） 

宮本 雄策（４８歳・川崎市）   渡邉 智治（４８歳・緑 区） 

平野  隆（４８歳・小田原）   二見美智子（４８歳・川崎市） 

庄司 健一（４９歳・旭 区）   矢内 忠雄（５０歳・川崎市） 

山口 竜次（５１歳・藤沢市）   池田 大助（５１歳・鶴見区） 
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佐伯 知樹（５２歳・川崎市）   小出 剛史（５２歳・戸塚区） 

鈴木 貴晶（５２歳・海老名市）  池田大治郎（５３歳・横須賀） 

岩田 美代（５３歳・港北区）   岩下 泰久（５４歳・神奈川区） 

中村  嗣（５４歳・鎌 倉）   友森 紀明（５４歳・横須賀） 

島村  洋（５５歳・平塚市）   鶴岡 茂樹（５５歳・栄 区） 

上原 法子（５５歳・相模原）   髙田 明彦（５５歳・厚 木） 

福田  聡（５６歳・横須賀）   長尾 直茂（５７歳・鎌 倉） 

中島  努（５７歳・磯子区）   髙橋 良幸（５７歳・横須賀） 

岡本 宏之（５８歳・川崎市）   渡邊 寛治（５８歳・大和市） 

米谷 敏幸（５８歳・川崎市）   山本 広志（５９歳・藤沢市） 

小助川 靖（５９歳・横須賀）   安田 雅一（６０歳・保土ケ谷区） 

中丸 敏明（６０歳・港北区）   真島  徹（６１歳・戸塚区） 

井上 有本（６１歳・保土ケ谷区） 熊倉 正人（６４歳・相模原） 

河田 修一（６４歳・伊勢原市）  石井 敏之（６４歳・旭 区） 

山口 久子（６４歳・泉 区）   八田 公春（６４歳・平塚市） 

加藤 昌義（６５歳・海老名市）  千葉  広（６５歳・平塚市） 

斎藤 有厚（６５歳・中 区）   松下 泰士（６５歳・横須賀） 

吉田 武文（６５歳・厚 木）   和田 知行（６７歳・都筑区） 

千島 義雄（６８歳・横須賀）   南舘 忠広（６８歳・横須賀） 

和田八千代（６９歳・保土ケ谷区） 佐藤 武雄（７０歳・金沢区） 

村上由美子（７１歳・緑 区）   片上 隆一（７１歳・小田原） 

板倉みどり（７２歳・港北区）   江本  正（７２歳・川崎市） 

高津 義明（７３歳・都筑区）   片根 義晴（７３歳・栄 区） 

福本 建夫（７５歳・横須賀）    

 

＜剣道称号＞ 令和２年１１月２４日（火）東京武道館 

＜教士＞  ２９名 

松本 勝範（３８歳・警 察）   相良  剛（４１歳・相模原） 

内田雄一郎（４２歳・鎌 倉）   吉村 政範（４６歳・旭 区） 

中村  剛（４８歳・港南区）   寺山 博史（４８歳・厚 木） 

田中 一明（４８歳・川崎市）   中村 大輔（４９歳・横須賀） 

渡邊  剛（５０歳・川崎市）   丸山 勝也（５０歳・都筑区） 

古田 智史（５１歳・神奈川区）  小山 和久（５１歳・川崎市） 

森田 拓生（５２歳・磯子区）   田村裕一郎（５３歳・保土ケ谷区） 

田中 直子（５４歳・相模原）   田波 勇一（５４歳・横須賀） 

堀井加世子（５５歳・青葉区）   德原 太朗（５５歳・警 察） 

栗原  勉（５５歳・港北区）   桑江  忍（５７歳・藤沢市） 

玉置 俊之（５７歳・青葉区）   安田 祐子（５９歳・南 区） 
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籾山 広子（６０歳・瀬谷区）   山田 真矢（６０歳・海老名市） 

竹中 正道（６３歳・鎌 倉）   大河原 浩（６３歳・鎌 倉） 

小山 利郎（６６歳・戸塚区）   磯部 芳彦（６７歳・南 区） 

城田 公治（７４歳・鶴見区）    

   

＜居合道称号＞ 令和２年１１月２４日（火）東京武道館 

＜錬士＞   ３名 

オーレリア ナクラ（３５歳・川崎市）  川越  津（６５歳・相模原） 

   西内  和（７３歳・小田原） 

  ＜居合道称号＞ 令和２年１１月２４日（火）東京武道館 

＜教士＞   １名 

大津 明弘（４３歳・中 区）  

   

＜杖道称号＞ 令和２年１１月２４日（火）東京武道館 

＜錬士＞   １名 

岩田 高明（６４歳・横須賀） 

  ＜杖道称号＞ 令和２年１１月２４日（火）東京武道館 

＜教士＞   １名 

斎藤 嘉教（４７歳・鶴見区） 

 

＜剣道＞ 令和２年１１月２６日（木）日本武道館 

＜八段＞  ０名 

令和２年１１月２７日（金）日本武道館 

＜八段＞  ０名 

 

（１４）報告・連絡事項 

  ① 事務局の年末・年始の休暇について  

      令和２年１２月２８日（月）～令和３年１月８日（金） 

   ② １月の理事会について 

          日 時： 令和３年１月１４日（木）午後６時～ 

     会 場： 県立武道館小道場 

議事録署名人の当番は、泉区支部、中郡支部です。 

    ※ 新年会は「中止」です 

③ 令和２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 ５ 

 

４．その他 

   ① ポイントカードの利用拡大について 

５．閉  会 


