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令和３年度 

第２回 神奈川県剣道連盟理事会 

令和３年５月２７日（木） 

於：県立武道館会議室 

 

理 事 数    ７１名 

出席理事数      名        議事録署名人 

監 事        名         栄 区支部              印 

    

小田原支部              印 

１．開     会 

２．会 長 挨 拶 

３．議     題 

 ＜審議議案＞ 

（１）令和２年度 収支決算書（案）について             資料 １ 

 

（２）令和３年度 収入・支出予算書（案）について          資料 ２ 

 

（３）神奈川県剣道連盟規約改正（案）について 

   第四章 役員 （役員）第１２条 この連盟に次の役員を置く。 

  (1) 理事 80 名以内（会長 1 名、副会長若干名、理事長 1 名、 

       副理事長若干名、常任理事 10 名以内） 

     改正（案） 常任理事 10 名以内 ➡ 常任理事 15 名以内  とする 

 

（４）令和３・４年度 県連本部役員改選（案） 

                        指定審査員・審判員改選（案）について     資料 ３ 

 

 ＜一般議題＞ 

（５）第１３回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会について       

期 日：７月１０日（土）            

会 場：奈良県橿原市 

監 督：高橋由美子（南 区） 

選 手：大将 平野 晴子（川崎市）（４５歳以上）       

副将 赤松 真枝（相模原市）（３５歳以上４５歳未満） 

           中堅 齋藤 美紀（綾瀬市）（１８歳以上３５歳未満） 

             次鋒 榎本 琴音（法政大学・４年）（大学生・推薦）      

           先鋒 海野 美帆（日本大学高校・２年）（高校生・推薦）          
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（６）剣道審判法講習会について                   資料 ４ 

   開催日：７月２４日（土）  受付：９時  開始：９時３０分 

   会 場：県立武道館 

   申込締切日：６月２５日（金） 

   参加料：一人１，０００円  弁当代：１，０００円 (希望者) 

 

（７）第６０回全日本女子剣道選手権大会県予選会について       資料 ５ 

  開催日：７月２５日（日）  受付：９時  開始：１０時 

  会 場：県立武道館 

  申込締切日：６月２５日（金） 

  参加料：一人１，０００円 

 

（８）第６０回関東七県対抗剣道大会について 

   日 時：令和３年８月２９日（日）  

   会 場：茨城県武道館  

    

（９）第６３回全国教職員剣道大会について   

   期 日：８月５日（木） 

   会 場：岩手県花巻市     

     

（１０）第４４回県剣道錬成大会について          

   開催日：８月７日（土） 受付：９時  開始：９時３０分 

   会 場：県立武道館 

 

（１１）剣道大会結果について 

① 第１９回全日本選抜剣道八段優勝大会    

     実施日：４月１８日（日） 会 場：名古屋市中村スポーツセンター 

     一回戦：吉村 哲夫（神奈川）メ ―   土屋  勝（福 島） 

         中島 治彦（神奈川）メ ―   佐伯 浩美（宮 崎） 

     二回戦：吉村 哲夫（神奈川）  ― ツ 竹内  司（岡 山） 

         中島 治彦（神奈川）  ― コ 栗田和市郎（東 京） 

 

     優 勝 栄花 英幸（北海道） 

     二 位 鍋山 隆弘（茨 城） 

         三 位 竹内  司（岡 山） 

         三 位 吉田 一秀（大 阪） 

 

 

中  止 

中  止 
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② 第６９回全日本都道府県対抗剣道優勝大会（全剣連 4/19 付け文書による） 

     実施日： ４月２９日（木・祝）  於 エディオンアリーナ大阪 

 （大阪府立体育会館） 

      神奈川  監 督 佐藤 正二 

           大 将 石原 和彦    

副 将 関澤 一紘 

三 将      

中 堅 廣吉 将吾     

五 将 野田 力矢  

次 鋒 貝塚 脩吾 

先 鋒 藤本 一真 

    

③ 第６８回神奈川県高等学校剣道大会 兼関東高等学校剣道大会県予選会       

    開催日：４月２４日(土)・５月１日（土）  （男女個人） 

    会 場：伊勢原市総合体育館・大井町体育館 

   ＜男子個人＞ 

     優勝：森川 天斗（東海大相模）  

２位：菅野 透馬（桐蔭学園） 

３位：藤本 一真（桐蔭学園）   ４位：齊藤 諒一（横 浜） 

     ５位：渡部倫太郎（桐蔭学園）   ６位：渡邉 一史（桐蔭学園） 

     ７位：今里  謙（県立希望ケ丘）７位：土方 一斗（桐光学園） 

＜女子個人＞  

優勝：井上みりり（桐蔭学園） 

２位：望月千夏子（桐蔭学園）   

     ３位：木内 優希（横浜商大）   ４位：関  桃花（東海大相模）   

     ５位：右田 琴羽（光明相模原） ６位：久冨陽佳梨（湘南学院） 

     ７位：井上  実（東海大相模） ７位：山田 千乃（県立鎌倉）    

     上位４名は、６月４日（金）～６日（日）埼玉県上尾市で行われる 

     関東大会に出場します。 

 

   ④ 第７６回国民体育大会神奈川県予選会（国体選手） 

    期 日：令和３年５月８日（土）  会 場：県立武道館 

    成年男子： 先 鋒 貝塚 脩吾（横須賀） 

          次 鋒 加藤 大貴（綾瀬市） 

          中 堅 渡邉 祐輔（川崎市） 

          副 将 森田 拓生（磯子区） 

     （監 督）大 将 石原 和彦（川崎市） 

 

中  止 
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    成年女子： 先 鋒 榎本 琴音（横須賀） 

          中 堅 堀 佳奈美（金沢区） 

     （監 督）大 将 平野 晴子（川崎市） 

   ※国体関東ブロック大会：令和３年６月２０日（日）栃木県宇都宮市  

    審判員：石原 和彦  髙野  力  小笠原正記 

⑤ 第６８回 神奈川県高等学校剣道大会 兼関東高等学校剣道大会県予選      

    開催日：５月８日（土）（女子団体） ５月９日（日）（男子団体） 

＜女子団体＞   会 場：カルッツかわさき 

      優勝：桐蔭学園    ２位：横浜商大   

３位：荏田高校    ４位：日本大学  

５位：東海大相模   ５位：大船高校  

７位：光明相模原   ８位：相模原弥栄  

優勝の桐蔭学園高校は２大会ぶり１１度目の優勝 

＜男子団体＞   会 場：カルッツかわさき 

       優勝：東海大相模   ２位：大船高校         

３位：横  浜     ４位：荏田高校  

       ５位：希望ケ丘    ５位：桐蔭学園  

       ７位：桐光学園    ８位：二宮高校  

        優勝の東海大相模高校は１０大会ぶり９度目の優勝 

       ＊男女とも上位７校は、６月４日（金）～６日（日） 

        埼玉県上尾市で行われる関東大会に出場します。 

   ⑥ 第１３回神奈川県女子剣道大会 

    期 日：令和３年５月１５日（土） 

    場 所：県立武道館    

区  分 入  賞  者 

１部 ３０歳未満 優 勝 土肥 秋菜 鶴見区 

２部 
３０歳以上 

４０歳未満 

優 勝 栗山 美緒 平塚市 

準優勝 前野 千広 相模原市 

３部 
４０歳以上 

５０歳未満 

優 勝 佐々木貴子 平塚市 

準優勝 赤松 真枝 相模原市 

三 位 立迫 明美 相模原市 

三 位 米田 香代 神奈川区 

４部 
５０歳以上 

６０歳未満 

優 勝 千葉三千子 鎌倉 

準優勝 清野 直子 瀬谷区 

三 位 松本 アツ 戸塚区 

５部 ６０歳以上 
優 勝 加藤美恵子 港北区 

準優勝 吉田美佐子 相模原市 
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⑦ 第５９回県高校総体兼第６８回全国高校総体県予選会（男女個人） 

     期 日：５月２２日（土） 

    場 所：海老名総合体育館 

          ＜男子＞          ＜女子＞ 

       優勝 菅野 透馬（桐蔭学園）   海野 美帆（日本大学） 

       ２位 森川 天斗（東海大相模）  箸尾  真（県立荏田） 

       ３位 齋藤 諒一（横  浜）   鈴木 はな（県立相模原弥栄） 

       ４位 中山 大輔（横  浜）   望月千夏子（桐蔭学園） 

         ５位 山崎 大輝（県立橋本）   清水 彩花（日本大学） 

      ５位 今里  謙（県立希望ケ丘） 大埜 愛夢（横浜商大） 

      ５位 木村 直太（県立大船）   木内 優希（横浜商大） 

      ５位 野口 勇樹（慶應義塾）   井上みりり（桐蔭学園） 

    ※ 男女とも上位２名は、８月９日（月）～１２日（木）に石川県 

      いしかわ総合スポーツセンターで行われる全国大会に出場 

 

（１２）４・５月 京都における審査会結果について        

             ＜剣 道＞    ＜居 合＞    ＜杖 道＞ 

段位・称号 受審者数 合格者数 受審者数 合格者数 受審者数 合格者数 

六 段   ５   １     

 七 段  １１   ６     

 八 段  ６９   ０   ０   ０ 

 錬 士  ３９   ０   １ 

 教 士   ３１   ０   ０ 

 範 士 ―   ０  ―  １ ―  ０ 

    ・範士合格者 

      ＜剣 道＞ ０名  ＜居合道＞ １名       ＜杖 道＞ ０名 

                 清田 邦昭（７５・川崎市） 

         

 ・八段合格者  

＜剣 道＞ ０名  ＜居合道＞ ０名  ＜杖 道＞ ０名 

 

＜剣 道＞ 

    ・七段合格者  ６名 

井出 哲男（４９・戸塚区）   渋谷  寛（５４・大和市） 

       大塚 範幸（５７・保土ケ谷区） 剱持 寛正（５９・小田原） 

       東久世通武（６２・緑 区）   川野 好光（７８・旭 区） 
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    ・六段合格者  １名 

小寺  亮（４９・厚 木） 

 

・教士合格者 ３１名 

亀井 隼人（４１・警 察）   並木  仁（４３・厚 木） 

田中  暁（４５・鎌 倉）   岡部 康幸（４５・小田原） 

大塚 陽介（４５・鶴見区）   月森 大修（４６・中 区） 

小林  覚（４６・横須賀）   大川 正行（４７・鎌 倉） 

小林 秀寛（４８・相模原市）  安田 英貴（４８・平塚市） 

谷口 将洋（４８・平塚市）   諏訪部重信（４８・厚 木） 

上田 武志（５０・厚 木）   福本 照夫（５１・川崎市） 

井出  猛（５３・藤沢市）   青柳 章一（５４・藤沢市） 

竹内 賢二（５７・厚 木）   山本 広志（５９・藤沢市） 

富樫 英紀（６０・戸塚区）   田尻 敏之（６１・茅ヶ崎市） 

丸山  博（６２・横須賀）   大林 清高（６５・川崎市） 

綾部 明一（６５・海老名市）  倉持 孝志（６６・厚 木） 

松田 守且（６６・海老名市）  井上  惠（６７・川崎市） 

池田 清秀（６７・鎌 倉）   青木  猛（７０・鎌 倉） 

萩原 芳樹（７０・秦野市）   阿部  勉（７１・戸塚区） 

石井 正憲（７６・茅ヶ崎市）    

 

    ・錬士合格者 ３９名 

齋藤 和也（３０・警 察）   貝田 理沙（３１・保土ケ谷区） 

葛西 智明（３３・保土ケ谷区） 大塚 将史（３４・中 郡） 

大角 侑吾（３４・藤沢市）   佐野 恭平（３４・相模原市） 

齋藤  徹（３７・川崎市）   天岸 和也（３７・厚 木） 

瀬戸 伸也（４２・警 察）   Boris JANSEN（４２・都筑区） 

小島 直幸（４３・茅ヶ崎市）  伊藤 帝午（４４・相模原市） 

平田 真弓（４４・港北区）   前田 寛子（４４・瀬谷区） 

松尾 博隆（４４・保土ケ谷区） 矢吹 成弘（４７・瀬谷区） 

臼井 秀治（４８・津久井）   村上 恵一（４９・泉 区） 

遠藤  剛（４９・泉 区）   加藤 則夫（４９・警 察） 

山宮  真（４９・瀬谷区）   関口太久実（５０・藤沢市） 

末永  博（５０・相模原市）  土家 康浩（５３・保土ケ谷区） 

竹本 光夫（５４・厚 木）   妹尾 邦治（５４・中 郡） 

神谷 吉徳（５５・港北区）   新井 滋文（５８・警 察） 

上田 義明（６０・中 区）   新田 泰弘（６１・鎌 倉） 

石川 正美（６３・小田原）   進藤 正禎（６５・中 郡） 



7 

 

佐藤 隆志（６５・泉 区）   奥津 紳雄（６６・鶴見区） 

早坂  明（６８・小田原）   田中  伸（６８・座間市） 

髙橋 守一（７２・相模原市）  淺谷登志雄（７３・川崎市） 

都筑  興（７９・港北区）    

 

＜居合道＞ 

・錬士合格者  ０名  ・教士合格者  ０名 

      

＜杖 道＞ 

・錬士合格者  １名           ・教士合格者  ０名 

   Aurelien Nacrour（３５・川崎市） 

    

（１３）５月 愛知における審査会結果について 

＜剣 道＞ 愛知県 名古屋市枇杷島スポーツセンター 

 令和３年５月１５日(土) 七段 

 令和３年５月１６日(日) 六段 

段位・称号 受審者数 合格者数 

七 段 ９０ １６ 

六 段    ９８ ３４ 

 

    ・剣道七段合格者  １６名 

小林 亮一（３４・小田原）   川口 裕介（３９・平塚市） 

木村  義（４３・茅ヶ崎市）  小菅 信一（４３・大和市） 

只川 和孝（４６・磯子区）   瀬沼 利明（５３・大和市） 

宮城 幸成（５３・旭 区）   吉川 律子（５６・厚 木） 

神原  修（６０・港北区）   蝦名 賢二（６１・鎌 倉） 

後藤 恵一（６２・中 郡）   呉地 泰夫（６３・小田原） 

栗原  浩（６４・藤沢市）   竹村  昇（７０・金沢区） 

保井 信治（７１・磯子区）   石川 栄子（７７・戸塚区） 

 

    ・剣道六段合格者  ３４名 

小林 隼人（２８・川崎市）   千葉 一輝（２９・横須賀） 

鴨宮 康彰（３０・警 察）   荒谷 直子（３０・港南区） 

髙野 良介（３０・金沢区）   堀 佳奈美（３１・金沢区） 

千葉 祐輔（３１・横須賀）   髙野祥太郎（３３・金沢区） 

北村  将（３３・瀬谷区）   川村 勝敏（３３・保土ケ谷区） 

霜越  輝（３３・警 察）   大林涼太郎（３５・警 察） 

會田  圭（３６・神奈川区）  城田 佳宣（３９・鶴見区） 
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関澤 美和（３９・南 区）   馬場 赴男（４３・瀬谷区） 

田岡 業良（４４・南 区）   加川 邦義（４６・泉 区） 

田中 宏孝（４７・旭 区）   永野 麻子（４８・瀬谷区） 

山口 武志（４９・海老名市）  池末 徳文（４９・津久井） 

中島  明（４９・旭 区）   大久保真吾（５３・港南区） 

猪狩 伸也（５４・港北区）   黒木ゆかり（５５・川崎市） 

不破 啓之（５８・青葉区）   玉野 幸子（５８・横須賀） 

矢口 貴志（５９・磯子区）   雨宮 優子（６１・中 区） 

青木 秀幸（６２・小田原）   森  和夫（７０・茅ヶ崎市） 

道下外喜枝（７２・金沢区）   金子  實（７５・平塚市） 

 

４．その他 

      ① クールビズの実施について 

      実施期間：６月～９月 

      基本的な考え方： 

       神奈川県剣道連盟の行事においては、上着なし、半袖ワイシャツとする。 

      審判員・審査員の服装 

      上着不要 半袖・白ワイシャツ ネクタイなし その他は規定の通り 

     役員･係員は、審判員の服装に準ずる    

 

    ② 「暑気払い」について 

期 日：７月８日（木）午後６時～の理事会終了後  

会 場：新横浜国際ホテル 

     

 

※ ７月理事会は、７月８日（木）午後６時より開催予定ですが 

  会場については、決定次第お知らせします。 

 

 

※ 次回の６月理事会（６月１０日）は、支部長会議とします。 

  新横浜国際ホテルにて午後６時より開催します。 

      支部長欠席の場合は、代理の方の出席をお願いします。 

      議事録署名人の当番は 港南区支部、相模原市支部です。 

 

５．閉  会 

 

 

 

中  止 


