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令和３年度 

第５回 神奈川県剣道連盟理事会（中止） 

    令和３年９月９日（木） 

於：県立武道館会議室 

理 事 数   ８０名 

出席理事数     名 

監事出席数     名       議事録署名人 

                   旭 区支部              印 

 

                   秦野市支部              印 

１．開     会 

２．会 長 挨 拶 

３．議     題 

（１）審査合格者に「剣道心得カード」を配付（有償）することについて（案） 

    令和３年度 後期審査会より 

    〇初段合格者に、「剣道人の心構え」（初級）カード（１００円） 

    〇四・五段合格者に、「審査の心構え」（中級）カード（２００円） 

    〇六・七段合格者に、「栄光の剣
つるぎ

」（上級）カード（２００円） 

 

（２）審議員について（案） 

     令和三・四年度 伊藤 陽文        伊藤 陽文 

             篠塚 増穗        篠塚 増穗 

             平井 隆治        平井 隆治 

             久保木文夫        久保木文夫 

             幸野  實    ➡   幸野  實 

             野見山          野見山   

             佐藤 正二        佐藤 正二 

            （居合道）（杖道）     （杖道） 

             石堂 倭文        石堂 倭文 

                                                  （居合道） 

                          久保 正男 

 

（３）全剣連剣道有功賞顕彰候補者の推薦について 

   根本  稠（磯子区剣道連盟会長・７７歳） 

   横塚 正雄（居合道・７９歳） 
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（４）令和３年度 少年剣道教育奨励賞の候補について         資料 １ 

       候補数：２０団体（昨年は１７団体）     

 

（５）第６９回全日本剣道選手権大会県予選会 

    開催日：９月１１日（土） 受付：９時～９時４５分  開会式：１０時 

会 場：県立武道館 

参加者：１０６名 

 

（６）剣道（剣道形）講習会の開催について          

   開催日：９月１８日（土） 受付：９時  開始：９時３０分  

   会 場：県立武道館 

    参加者： ９７名 

講 師：吉村 哲夫  小山 則夫  石原 和彦  織口 剛次 

 

（７）第６０回全日本女子剣道選手権大会 

    開催日：９月１９日（日） 

    会 場：奈良県 ジェイテクトアリーナ奈良 

    出場者：徳田 瑚子  徳田 侑紗 

 

（８）剣道六・七段受審者講習会 

   開催日：９月２５日（土） 受付：９時  開始：９時３０分 

   会 場：県立武道館  

受講者：六段 ３７名  七段 ２６名  計 ６３名 

講 師：小山 則夫  安藤  守  有馬 裕史   

    髙野  力  山 和良  小笠原正記 

 

（９）第１６回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会について 

開催日：９月２６日（日）➡ 令和３年１２月１９日（日）    

会 場：大阪市 おおきにアリーナ舞洲 （旧舞洲アリーナ） 

  〒554-0042 大阪市此花区北港緑地 2 丁目 ℡06-6460-1811 

 

（１０）第４６回県母子剣道大会、県東西対抗剣道大会について               

      開催日：１０月１０日（日） 受付：９時  開会式：９時３０分 

       東西対抗剣道大会は、午後１時 開会   

    会 場：県立武道館 

 

 

 

延  期 

中  止   
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（１１）全剣連「社会体育指導員（初級）」養成講習会開催について 

   ・第１３２回全剣連「社会体育指導員（初級）」養成講習会開催 

開催日：１０月２２日（金）～１０月２４日（日）２泊３日 

   会 場：岩手県営武道館 

   ※ 第１３１回養成講習会も（中止）になりました。 

 

（１２）地区剣道三段以下審査会について 

  １０月３１日（日）川 崎 幸スポーツセンター 

  １１月 ７日（日）相模原 相模原ギオンアリーナ 

  １１月 ７日（日）湘 南 寒川総合体育館 

  １１月１４日（日）小田原 小田原スポーツ会館 

  １２月１９日（日）横 浜 県立武道館 

   ２月１１日（金・祝）横須賀 北体育館 

 ※ 実技、日本剣道形等、基本的には従来の形で実施する。 

  新型コロナウイルス感染拡大予防については全日本剣道連盟及び実施会場の 

  ガイドラインに沿って十分な対策を講じる。 

 

（１３）第３３回全国健康福祉祭剣道交流大会（ねんりんピック）について 

   開催日：１０月３０日（土）～１１月１日（月）会 場：岐阜県 

   ○神奈川県 監督 澤部 哲矢  ○横浜市 監督 水野 良一 

         先鋒 飯田 丈夫       先鋒 石神 邦彦 

         次鋒 岩崎 政彦       次鋒 向井  清 

         中堅 戸塚 義孝       中堅 大畠 敏保 

         副将 加茂田博文       副将 湯浅  博 

         大将 森川 信幸       大将 入来院哲夫 

   ○川崎市  監督 本間 悦雄  ○相模原市監督 井上 一彦 

         先鋒 石井 宏昌       先鋒 橋本 潔和 

         次鋒 片階  悟       次鋒 松崎美智昭 

         中堅 向後 昭雄       中堅 田中 正則 

         副将 大岡 永知       副将 梶原 純夫 

         大将 本間 悦雄       大将 井上 一彦 

 

（１４）かながわシニアスポーツフェスタ 2021 剣道大会 

兼ねんりんピックかながわ 2022 剣道交流大会リハーサル大会について    

  開催日：１１月６日（土）  受付：９時～１０時  開会式：１０時  

  会 場：伊勢原市体育館 

   

 

延  期 

中  止   

中  止   
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 （１５）剣道 六・七・八段審査会（愛知県・東京都）について  

要 項：各支部あて９月８日（水）に送信しました。 

   締切日：１０月８日（金）事務局必着でお願いします。 

   ＜愛知県地区審査会＞剣道七段 １１月１３日（土）名古屋市枇杷島 SC 

             剣道六段 １１月１４日（日）名古屋市枇杷島 SC 

 

   ＜東京地区審査会＞ 剣道六段 １１月２０日（土）エスフォルタアリーナ八王子 

                           （八王子市総合体育館） 

             剣道七段 １１月２３日（火・祝）・２４日（水）東京武道館 

             剣道八段 １１月２５日（木） 日本武道館 

             剣道八段 １１月２６日（金）   〃 

    

（１６）剣道審判法講習会の開催について               資料 ２ 

   開催日：１１月１３日（土） 受付：９時  開始：９時３０分 

   会 場： 県立武道館 

受講資格：神奈川県剣道連盟の会員で、４段以上の者 

   受講料：１，０００円  弁当代（希望者）：１，０００円 

締切日：１０月２２日（金） 

申込書・受講料・弁当代とも現金書留等にて県剣連事務局必着 

※支部毎に取りまとめて申し込みをお願いします。 

 

（１７）「剣道研究会」に変えて 

「第３１回剣道八段受審者研修会」の開催について         資料 ３    

   開催日：１１月２０日（土） 受付：９時  開始：９時３０分 

   会 場：県立武道館 

   受講料：３，０００円 弁当代：１，０００円（希望者） 

   締切日：１０月２２日（金）現金書留等で県連事務局必着 

    

（１８）剣道 四・五段審査会について                 

   開催日：１１月２１日（日） 四段受付：午前９時～１０時 （予定） 

                 五段受付： １２時～１３時 （予定） 

   会 場：県立武道館 

締切日：１０月１５日（金）県連事務局必着 

 ※ ９月７日（火）各支部事務局長にメール配信し、県剣連ＨＰに掲載しました。 

     

（１９）第６８回 神奈川県剣道大会について             

   開催日：１２月５日（日）   受付：９時 受付  開会式：９時３０分   

   会 場：県立武道館        中  止   
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（２０）大会結果について 

① 全国高校定時制通信制体育大会第５２回剣道大会 

     開催日：８月３日（火）  会 場：奈良市 

     男子団体戦 優 勝 神奈川 A 

    （神奈川は中止の第５１回大会を挟んで４大会連続３４度目の優勝） 

     女子個人戦 準優勝 登内菜々桜（星槎国際高等学校 横浜） 

 

②  第４６回 関東中学校剣道大会  

      開催日：８月７日（土）～８日（日・祝） 

      会 場：群馬県 ALSOKぐんまアリーナ 

     【女子団体戦】＜１回戦＞  田名       １－０ 北本（埼玉） 

                   大沼（埼玉）   ３－０ 六角橋 

                   幕張本郷（千葉） １－０ 潮田 

            ＜準々決勝＞ 田名       １－０ 富士見（群馬） 

            ＜準決勝＞  日体大桜華（東京）３－１ 田名 

       

【男子団体戦】＜１回戦＞  東海大相模    ２－１ 茗渓学園（茨城） 

                   潮田       ２－０ 総和（茨城） 

                   関（東京）    ３－０ 横浜 

            ＜準々決勝＞ 東海大相模    ３－０ 壬生（栃木） 

                   潮田       ３－０ 国士館 

＜準決勝＞  東海大相模    ２－１ 潮田 

         ＜決 勝＞  幕張本郷（千葉） ３－１ 東海大相模 

 

③ 第６８回全国高等学校剣道大会    

      開催日： ８月９日（月・休）～８月１２日（木） 

会 場： 金沢市  

     ◎男子団体の部 東海大相模 予選リーグ通過（２勝） 

             東海大相模 ２（本数勝ち）－２   新田（愛媛） 

             東海大相模 ２      －０   錦江湾（鹿児島） 

      ＜決勝トーナメント＞東海大相模２    －２（代）高千穂（宮崎） 

     ◎男子個人の部 菅野 透馬（桐蔭学園） ４回戦 敗退 （ベスト１６） 

森川 天斗（東海大相模）３回戦 敗退 

     ◎女子団体の部 桐蔭学園 予選リーグ敗退（２分け） 

             桐蔭学園  １－１  錦江湾（鹿児島） 

             桐蔭学園  ０－０  白河（福島） 

     ◎女子個人の部 海野 美夢（日大）    準々決勝 敗退（ベスト８）  

             箸尾  真（荏田）   １回戦 敗退 
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④ 第５１回 全国中学校剣道大会   

      開催日：８月２０日（金）～８月２２日（日） 

      会 場：川崎市 とどろきアリーナ 

 

    ＜女子団体戦＞ 

     横浜市立潮田中  ベスト８ 敢闘賞 

      １回戦 潮田中  ３－０  浦添中（沖縄） 

      ２回戦 潮田中  ３－０  鯖江中（福井） 

田名中  １－１（代表勝ち）加古川中（兵庫） 

      ３回戦 潮田中  ３－０  日体大桜華中（東京） 

     準々決勝 潮田中  ２－３  大沼中（埼玉） 

 

    ＜男子団体戦＞ 

     横浜市立潮田中  準優勝 

      １回戦 都田中  ３－１  松江一中（島根） 

      ２回戦 都田中  ３－０  気比中（福井） 

          潮田中  ３－２  奥田中（富山） 

      ３回戦 潮田中  ３－１  磐田一中（静岡） 

          都田中  ２－２（本数勝ち）翔凛中 （千葉） 

     準々決勝 潮田中  ５－０  久御山中（京都） 

      準決勝 潮田中  ３－２  須恵中（福岡） 

      決 勝 潮田中  １－４  九州学院中（熊本） 

                   （九州学院は４大会連続９度目の優勝） 

 

    ＜男子個人戦＞ 

     北垣圭悟（横浜中）、岩切慶吾（東海大相模中） ３回戦敗退 

     大嶋英敬（川和中） ２回戦敗退 

     岡田寛太郎（東海大相模中） １回戦敗退 

 

    ＜女子個人戦＞ 

     勝目真優（田名中） 準々決勝敗退 ベスト８ 敢闘賞 

     石井茉俐（潮田中）、千葉鳳子（田名中）、小林真緒（田名中） ３回戦敗退 
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⑤ 第６７回 全日本東西対抗剣道大会出場者について   

      期 日： ９月５日（日） 

会 場： 大分県  昭和電工武道スポーツセンター 

     ＜男子の部＞ 東 軍  １８－１７  西 軍   

        ７将 有馬 裕史 メ －   山中 章義（広 島） 

        ９将 髙野  力 メ －   清田 浩之（和歌山） 

       ２１将 天野  聡 メツ－   川内辰一郎（鹿児島） 

 

       優秀選手賞 男子の部 天野  聡 

 

     ＜女子の部＞ 東 軍    ３－ ２   西 軍 

        中堅 齋藤 美紀 メ －   中野麻衣子（福 岡） 

 

（２１）杖道審査会合格者について 

８月２０日 北海道   

        七段 石田ゆき子（５０・鶴 見）  青木はるみ（６２・小田原）     

        六段 重松 利昭（４４・鶴 見）   

 

（２２）剣道審査会合格者について 

        ８月７日 福岡市 七段   

     姫野 成幸（５９・鎌倉） 

 

       ８月８日 福岡市 六段   

     荒井 正則（４６・港北区）    佐々木 豊（５３・港北区） 

     戸嶋  浩（５８・小田原） 

                           

       ８月２１日 新潟県 七段          

      櫻井 美子（４４・鶴見区）    岩船 浩之（４７・栄 区） 

     大平栄一郎（５０・藤沢市）    山﨑 徹也（５３・小田原） 

     園田 晴久（５３・旭 区）    飯野 定清（６１・中 郡） 

     荻原  博（６２・港北区）    稲垣 惠子（６５・南 区） 

     長谷 和志（６５・津久井）    根本  稠（７７・磯子区） 

     木内 和夫（８２・鎌 倉）     
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       ８月２２日 新潟県 六段 

     山尾 忠弘（２９・藤沢市）    佐々木 謙（３３・南 区） 

     下鶴 章太（３５・鶴見区）    石渡  諭（３８・青葉区） 

     吉田 文子（４０・旭 区）    渡部 美里（４７・厚 木） 

     中村 伸幸（４９・相模原市）   鈴木  亘（５３・中 郡） 

     内田のぞみ（５５・横須賀）    石田 博司（５５・相模原市） 

     望山 東衛（７８・茅ヶ崎市）   

 

 

４．その他 

 

      次回の理事会は １０月１４日（木）午後６時～ 県立武道館会議室 

議事録署名人は 旭区支部、秦野市支部です 

 

 

５．閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


