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令和３年度 

第８回 神奈川県剣道連盟理事会  

令和３年１２月９日（木）午後６時～  

令和３年１２月６日（月）午後６時～ 

於：県立武道館剣道場 

理 事 数    ８０名 

出席理事数      名   

監事出席数      名     議事録署名人 

                  緑 区支部              印 

 

                  大和市支部              印 

１．開     会   

２．会 長 挨 拶   

３．議     題                     

（１）受賞者、八段昇段者について 

(1) 令和３年度 剣道有功賞顕彰受賞 

根本  稠（神奈川県剣道連盟監事・７７歳） 

      横塚 正雄（居合道・７９歳） 

 

(2) 令和３年度 県体育功労賞・スポーツ優秀選手賞について 

      ① 神奈川県体育功労者 神奈川県剣道連盟副理事長 笠村 浩二  

② 神奈川県スポーツ優秀選手表彰  （今年度は、推薦無し）  

               

      (3) 剣道八段合格 

      笹木 春光（５０歳・平塚市） 

小田 雅義（４６歳・警 察）    

 

※「表彰式」は、１月理事会の冒頭で行いますので、各支部はその旨該当者に

お伝えください。 

 

（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１，２７３名）                

   幼稚園名：浅間幼稚園     （西 区）       ２０名 

湘南やまゆり幼稚園他（パルスポーツクラブ）９９５名 

みなみ幼稚園    （瀬谷区）      １００名 

        みみづく幼稚園      （小田原市）         ４０名 
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        マヤ保育園     （戸塚区）       ２４名 

        わたりだ保育園他  （南区）        ３５名 

        武山幼稚園     （横須賀市）      ２３名 

        第二福澤保育センター（港北区）       ３５名 

        こうりんじ幼稚園  （川崎市）        １名 

                     計     １，２７３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。 

※ 申込期限：令和４年１月１４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 

   e-メール等で申し込むこと。 

 

（３）剣道指定審査員・審判員研修会 

   兼ねんりんピックかながわ 2022 剣道交流大会審判員講習会について  

    開催日：令和４年１月２２日（土）９時受付 ９時３０分開会 

   会 場：県立武道館 

 

（４）令和４年度 県立武道館利用・行事予定について  

   調整会議：令和４年２月５日（土） 午前１０時 県立武道館 大会議室 

 

（５）第９回全日本選抜剣道七段選手権大会（横浜七段戦） 

   開催日：令和４年２月６日（日）午前１０時 開会 

   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） 

 

（６）第９回全日本選抜剣道七段選手権大会への個人協賛のお願い   資料 ２ 

 

（７）剣道（六・七段受審者）講習会について            資料 ３ 

   開催日：令和４年２月１１日（金・祝）９時受付 ９時３０分開会 

   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 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４年１月２１日（金） 

         現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 
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（８）剣道形講習会について                    資料 ４ 

   開催日：令和４年２月１９日（土）９時受付 ９時３０分開会 

   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４年１月２１日（金） 

         現金書留等にて各支部一括で県連事務局必着 

 

（９）第５０回四者対抗剣道大会 

   開催日：令和４年２月２０日（日） 

   会 場：県立武道館 

 

（１０）第２０回神奈川県剣道祭                                     資料 ５ 

   開催日：令和４年３月６日（日） 

   会 場：県立武道館 

  ※参加資格：神奈川県剣道連盟の会員で七段以上の者 

   参加料：１，０００円 

   申込締切日：令和４年１月１２日（水） 

   

（１１）剣道大会結果について               

① 第６８回神奈川県高等学校新人剣道大会 

     ＜男子団体＞ 

    １１月２０日（土） 

    カルッツかわさき 

＜女子団体＞ 

１１月２０日（土） 

カルッツかわさき 

優 勝 桐蔭学園 桐蔭学園 

 二 位 桐光学園 日本大学 

 三 位 

   

東海大相模 

県立大船 

横浜 

県立相模原弥栄 

  

五 位 

   

   

県立秦野 

横浜 

県立荏田 

県立希望ヶ丘 

東海大相模 

県立荏田 

県立大船 

横浜隼人 

      男子桐蔭学園は６大会連続１６度目の優勝 

       女子桐蔭学園は３大会連続６回目の優勝 

 

中  止   



4 

 

② 第６８回神奈川県剣道大会 

      開催日：令和３年１２月５日（日）  

会 場：県立武道館 

 

（１２）令和３年度 審査会結果について    

＜剣道＞ 令和３年１１月１３日（土）名古屋市枇杷島スポーツセンター 

＜七段＞  ４名 

光田 明美（４３歳・瀬谷区）   松岡 伸一（５８歳・港北区） 

花田 美明（７０歳・小田原）   笠原 俊一（７０歳・鎌 倉） 

 

     令和３年１１月１４日（日）名古屋市枇杷島スポーツセンター 

＜六段＞  ２名 

廣吉 将吾（２８歳・藤沢市）   鬼頭 裕美（４９歳・横須賀） 

 

 ＜剣道＞  令和３年１１月２０日（土）エスフォルタアリーナ八王子 

＜六段＞ ４８名 

杉山 颯太（２８歳・警 察）   杉山 榛華（２９歳・港南区） 

   植村 翔太（３２歳・警 察）   齋藤  海（３３歳・神奈川区） 

   髙野 理紗（３３歳・金沢区）   脇  嘉博（３４歳・警 察） 

   吉田 航希（３４歳・警 察）   宮田 晶子（３５歳・川崎市）  

   亀井 陽子（４２歳・港南区）   宮木  聡（４２歳・藤沢市） 

   荒井 喜一（４４歳・旭 区）   田中 敦子（４５歳・緑 区） 

   木村 浩之（４５歳・警 察）   一寸木章仁（４５歳・保土ケ谷区） 

   小幡 和也（４５歳・海老名市）  大粒来 誠（４６歳・相模原市） 

   田崎 博也（４６歳・横須賀）   三好 敏晴（４６歳・鎌 倉） 

   塚根 稔陽（４６歳・緑 区）   直井千恵子（４６歳・緑 区） 

   林  将也（４７歳・川崎市）   川野 紀幸（４８歳・港北区） 

   岩瀬 宜史（４８歳・相模原市）  松田 高弘（５１歳・伊勢原市） 

   横尾 健之（５１歳・保土ケ谷区） 涌井 真吾（５２歳・大和市） 

   松本 アツ（５４歳・戸塚区）   草津 秀彦（５５歳・横須賀） 

   春木 博之（５５歳・瀬谷区）   小山 裕一（５５歳・港北区） 

   髙橋  健（５５歳・港北区）   宮下  悟（６０歳・金沢区） 

   遠藤 春喜（６０歳・西 区）   武井 保夫（６１歳・小田原） 

   木村  稔（６１歳・横須賀）   木下 信広（６２歳・神奈川区） 

   冨士川裕司（６３歳・川崎市）   今村 雅郎（６４歳・中 区） 

   田上 知利（６６歳・茅ヶ崎市）  重安  清（６８歳・戸塚区） 

   金児  明（７０歳・相模原市）  今井美津男（７２歳・平塚市） 

   中野 啓介（７２歳・鎌 倉）   土井 健次（７２歳・緑 区） 

中  止   
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   木村  満（７３歳・海老名市）  満生  忍（７３歳・鎌 倉） 

   金子 光政（７５歳・港北区）   熊谷 幸雄（７８歳・藤沢市） 

       

＜剣道＞ 令和３年１１月２３日（火・祝）～２４日（木）東京武道館 

＜七段＞ １３名 １日目 

小野澤 豊（４７歳・厚 木）   森本 康司（４８歳・泉 区） 

大木 健次（４９歳・瀬谷区）   樋口 和之（５２歳・川崎市） 

赤井あゆみ（５５歳・海老名市）  木ノ内雅章（５６歳・港北区） 

髙橋由美子（６３歳・戸塚区）   伊東  仁（６４歳・神奈川区） 

吉田 和子（６５歳・旭 区）   秋田谷敏春（６５歳・藤沢市） 

小宮 孝之（６６歳・川崎市）   三田 すみ（７４歳・座間市） 

桜井 邦彦（７６歳・藤沢市） 

 

＜七段＞ ２２名 ２日目 

   小林 一行（４３歳・警 察）  佐々木孝治（４４歳・横須賀） 

   栗田 将洋（４５歳・横須賀）  佐藤 智美（４７歳・鎌 倉） 

   辻井  路（４８歳・都筑区）  門川 佳子（５０歳・青葉区） 

   倉谷麻里子（５３歳・大和市）  加藤 晋弘（５７歳・海老名市） 

   長尾 直茂（５８歳・鎌 倉）  片岡 靖詞（６０歳・横須賀） 

   今井美智枝（６３歳・青葉区）  和田 知行（６８歳・都筑区） 

   岡田 明子（６９歳・平塚市）  安藤 正敏（６９歳・保土ケ谷区） 

   小橋テル子（７０歳・厚 木）  今井 進一（７０歳・相模原市） 

   今野 鈴子（７１歳・川崎市）  福岡 純一（７２歳・川崎市） 

   松嶋 敏子（７２歳・磯子区）  菅村 保夫（７３歳・神奈川区） 

   小久保敬雄（７４歳・栄 区）  巻山 祥夫（８７歳・西 区） 

 

＜剣道称号＞ 令和３年１１月２３日（火・祝）東京武道館 

＜錬士＞  ２３名 

宮崎 克海（３１歳・警 察）   荻島 稔行（３５歳・川崎市） 

渡邉 祐輔（３６歳・川崎市）   久松 勇太（３６歳・警 察） 

石山 雄一（３７歳・中 郡）   藤林 修平（３９歳・相模原市） 

篠岡 長治（４０歳・警 察）   田口 嘉晃（４０歳・警 察） 

安澤 剛直（４６歳・川崎市）   矢澤 修一（４６歳・港南区） 

庄司 圭宏（４９歳・鶴見区）   岩田 洋行（５０歳・港南区） 

深野 孝人（５１歳・港南区）   上泉 秀夫（５２歳・泉 区） 

渡辺  剛（５３歳・小田原）   小泉 典久（５４歳・厚 木） 

前田 能成（５６歳・鎌 倉）   加藤 智史（５８歳・横須賀） 

野地 俊光（５９歳・小田原）   本多 範安（６３歳・小田原） 
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松本  浩（６３歳・小田原）   天内  茂（６３歳・川崎市） 

河口 幸恵（７２歳・海老名市） 

 

＜剣道称号＞ 令和３年１１月２３日（火・祝）東京武道館 

＜教士＞  ２９名 

福本 健二（４２歳・警 察）   佐藤 由治（４３歳・警 察） 

伊藤 隆之（４３歳・伊勢原市）  黒澤 幸恵（４６歳・警 察） 

松永 勇正（４７歳・警 察）   萩原純二郎（４９歳・港南区） 

坂尻 祐二（５０歳・川崎市）   今井 武士（５１歳・伊勢原市） 

貝塚みゆき（５３歳・横須賀）   南波 尚己（５３歳・警 察） 

山本 郷士（５４歳・西 区）   白水 俊治（５４歳・戸塚区） 

仲戸川博幸（５５歳・警 察）   知念 直哲（５６歳・保土ケ谷区） 

掛川 卓也（５６歳・横須賀）   岩本 友雄（５６歳・相模原市） 

井上 有本（６２歳・保土ケ谷区） 外薗 陽久（６３歳・伊勢原市） 

千波 哲郎（６５歳・港北区）   原  浜三（６５歳・小田原） 

中山 芳信（６７歳・茅ヶ崎市）  山田  耕（６８歳・中 区） 

下川邊保江（６８歳・平塚市）   小河 伸行（７０歳・厚 木） 

佐々木秀一（７１歳・横須賀）   渡辺 一雄（７５歳・伊勢原市） 

石井 新一（７７歳・中 区）   大川 孝治（８１歳・伊勢原市） 

西原 武宏（８２歳・大和市）    

 

＜居合道称号＞ 令和３年１１月２３日（火・祝）東京武道館 

＜錬士＞   ８名 

大塚 優哉（４１歳・中 区）  佐々木 隆（４７歳・相模原市） 

雨宮 優子（６２歳・中 区）  早川 浩二（６８歳・小田原） 

松井 秀人（７４歳・鎌 倉）  安藤 義三（７９歳・相模原市） 

竹内  誠（８１歳・藤沢市）  中山 正雄（８２歳・港北区） 

 

  ＜居合道称号＞ 令和３年１１月２３日（火・祝）東京武道館 

＜教士＞   ２名 

瀬ノ口敏樹（５９歳・港北区）  瀬戸 一孝（７５歳・大和市） 

   

＜杖道称号＞ 令和３年１１月２３日（火・祝）東京武道館 

＜錬士＞   ２名 

船本  隆（３７歳・鶴見区）  西垣 泰宏（３７歳・鶴見区） 

 

  ＜杖道称号＞ 令和３年１１月２３日（火・祝）東京武道館 

＜教士＞   ０名 
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＜剣道＞ 令和３年１１月２５日（木）日本武道館 

＜八段＞  ０名 

 

令和３年１１月２６日（金）日本武道館 

＜八段＞  ２名 

小田 雅義（４６歳・警 察）   笹木 春光（５０歳・平塚市） 

 

（１３）報告・連絡事項 

  ① 事務局の年末・年始の休暇について  

      令和３年１２月２７日（月）～令和４年１月７日（金） 

   ② １月の理事会について 

          開催日： 令和４年１月１３日（木）午後６時～ 

                ⇩      
          令和４年１月１７日（月）午後６時～ 

     会 場： 県立武道館剣道場 

 

    ※ 新年会は「中止」です 

 

 

１月理事会 議事録署名人の当番は、青葉区支部、海老名市支部です。 

 

４．その他 

 

    

５．閉  会 

 

 

 

 


