
1 

 

令和３年度 

第１０回 神奈川県剣道連盟理事会 

令和４年３月１０日（木）午後６時～ 

                     令和４年３月 ７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 

                   県警察支部              印 

 

                   座間市支部              印 

 

１．開     会 

２．会 長 挨 拶 

３．議     題  

 

（１）令和４年度 行事予定表（案）について                別  紙 

 

（２）第３２回剣道八段受審者研修会について  

    日 時：３月１２日（土）９：３０～１６：００ 

   会 場：県立武道館   

 

（３）剣道三段以下剣道形講習会について                    

開催日：３月１９日（土） ９時受付 ９時３０分開会 

会 場：県立武道館 

本部役員：幸野  實  

講 師：吉村 哲夫  竹井 浩司   

参加者：３３名 申込締切日：２月１８日（金） 

  注） 午前中の開催とします。弁当を注文している方には返金いたします。 

 

（４）令和４年度 地区剣道伝達講習会について               資料 １ 

 注）本部役員・講師等分担表（案）については検討中です。 

注）打合せ会議について 

   開催日：令和４年４月８日（金） １８時３０分より 

   会 場：神奈川県剣道連盟 事務所 

   内 容：時程及び講習内容について 
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（５）第２０回 全日本選抜剣道八段優勝大会について               

   開催日：４月１７日（日） 

   会 場：名古屋市中村スポーツセンター 

   出場者：教士・八段 宮崎 史裕（５６歳） 

       教士・八段  吉村 哲夫（６３歳） 

 

（６）第７０回全日本都道府県対抗剣道優勝大会について 

   開催日：令和４年４月２９日（金・祝）  会 場：大阪市 

監督：澤部 哲矢 

   選手 先鋒 鈴木 大輝（東海大相模高校）   （高体連推薦） 

      次鋒 重黒木祐介（筑波大学）      （神奈川学連推薦） 

      五将 森山 竜成（神奈川区剣道連盟）   （１８歳以上３５未満） 

      中堅 榊  優哉（東海大相模高校）   （県学剣連推薦） 

      三将 野村 洋介（神奈川県警）     （警察職員） 

      副将 木村  義（茅ヶ崎市剣道連盟）  （３５歳以上）  

      大将 飛知和利文（海老名市剣道連盟）  （県連推薦） 

 

（７）※ 第７７回 国民体育大会剣道競技神奈川県予選会について      資料 ２ 

   開催日：５月７日（土）９：００ 受付  １０：００ 開会式 

   会 場：県立武道館 

   参加料：１，０００円 

申込締切日：４月１５日（金） 

 

（８）剣道四・五段審査会について 

   開催日：５月８日（日） 

   会 場：県立武道館 

   申込締切日：４月８日（金）県連事務局に必着 

 注）３月２日（水）、各支部にメール送信及びホームページに掲載 

 

（９）※ 第１４回 神奈川県女子剣道大会について            資料 ３  

   開催日：５月１４日（土）９：００ 受付  ９：３０ 開会式 

   会 場：県立武道館 

   参加料：１，０００円 

   申込締切日：４月１５日（金） 
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（１０）※ 第１４回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会県予選会について  資料 ４ 

   開催日：５月１４日（土）１２：２０ 受付  １３：００ 開会式 

   会 場：県立武道館 

   参加料：１，０００円 

   申込締切日：４月１５日（金） 

 

※（７）（９）（１０）とも参加料を申込書に添えて、現金書留等にて各支部一括で 

  お願いします。 

 

（１１）第３６回神奈川県道場少年剣道大会  

     兼 第１４回小学生個人オープン剣道大会について        資料 ５ 

   開催日：令和４年５月２２日（日）受付開始 ８時３０分 

                    開会式 ９時３０分 

 注）会 場：シンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館） 

               

   参加料：１人  １，０００円 

   申込締切日：令和４年３月３０日（水） 

   申込先：〒253-0084 茅ヶ崎市円蔵２３５５エスポワール湘南２０１ 

               大会委員長 亀井 賢司 宛 

    

 注）神奈川県剣道道場連盟より「詳細については、５月上旬に送付する大会実施 

 要領を確認してください」との連絡を受けています。 

 

 注）体育館への入館は、役員・審判員・試合場係員・選手・監督のみの入館とします。 

 

（１２）かながわシニアスポーツフェスタ剣道大会 

   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 資料 ６ 

    開催日：令和４年５月２８日（土）９時受付 １０時００分開会式 

   会 場：伊勢原市総合運動公園 体育館 

   参加料：個人戦 １人 １，０００円  弁当代: ６００円（希望者） 

                        （近隣にコンビニはありません） 

       団体戦 無 料 

       申込締切日：４月２２日（金） 
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（１３）剣道審査会合格者について 

        ２月１９日（土） 山梨県 七段   

     浦川伸一朗（３５・警 察）    並木 信平（３９・鶴見区） 

     藤林 修平（３９・相模原市）    柴田  諭（４４・川崎市） 

     伊東 直人（５０・横須賀）    門川 千尋（５０・青葉区） 

     福冨 啓光（５４・藤沢市）    米澤 孝幸（５５・栄 区）                     

      安藤  滋（５６・港北区）    坂田 勝巳（５９・磯子区） 

     逢地 和孝（６４・瀬谷区）    鈴木 基司（６８・泉 区） 

     古賀 晴喜（７１・厚 木）    髙橋 行雄（８０・大和市） 

      

       ２月２０日（日） 山梨県 六段   

     若尾 俊次（２９・中 郡）    山谷 千晶（２９・綾瀬市） 

     渕  愛美（３０・川崎市）    大塚 桜子（３２・藤沢市） 

     無津呂 司（３３・戸塚区）    川合 貴之（３３・平塚市） 

     大塚 康裕（３４・金沢区）    佐藤 宏則（３５・大和市）  

     小池 文夫（３８・相模原市）   脇  翔馬（３９・茅ヶ崎市） 

     飯面 雄太（３９・横須賀）    久保田昭彦（３９・旭 区） 

     西山 健一（４１・小田原）    山﨑玉一朗（４３・川崎市） 

     蔦木 隆政（４４・泉 区）    大川  洋（４７・川崎市）                     

      左右田憲一（４７・中 区）    石塚  忍（５０・港南区） 

     市川  修（５０・小田原）    小野  望（５１・鶴見区） 

     清野  潤（５５・警 察）    中村 基行（５５・小田原） 

     山本 智之（５６・戸塚区）    岸  秀昭（５６・戸塚区） 

     飯島龍之介（５８・小田原）    藤田 裕信（５８・南 区） 

     川井 秀雄（６５・相模原市）   石井 勝彦（６５・港北区） 

     浦田  洋（７２・西 区）    加賀 道茂（７２・川崎市） 

     神原 敏明（７３・川崎市）     

 

（１４）連絡事項 

①  令和４年度 大会係員・受付・警備員の依頼予定表         資料 ７ 

 

  ② 剣道登録人口調査票の提出について                資料 ８ 

    神奈川県スポーツ協会より上記調査依頼がきます。 

    注意事項をよく読みご提出ください。 

    提出期日：４月末日までに 県連事務局へ メール等 で送付のこと 

 

 

 



5 

 

③  県剣道連盟への会員登録について 

○ 県剣道連盟への会員登録は １級合格者 から該当します。 

従って、２級以下の者については県連盟への会員登録は行いません。 

        また、１級合格者が次年度も１級のままの場合も初段以上の場合と同様に 

      会員登録が必要となります。       

 

○ 居合道・杖道加入者及び両道加入者について 

各支部より会員登録する際、会員名簿の備考欄に居合道・杖道あるいは 

両道加入者であることを明記してください。 

 

○ 居合道・杖道は各支部会員登録の内数としていますが、居合道部、 

 杖道部がそれぞれ集約した会員名簿を県連事務局に提出してください。        

 

○ 県剣連への会員登録名簿については、通し番号を付けてご提出ください。 

 

④  県連事務局宛文書（書類を含む）を個人名宛で発送しないようお願いします。 

    表面に（○○関係書類在中）と明記してください。      

４．そ の 他   

 

①  月刊「武道」、月刊「剣窓」購読については、従来通り県連事務局で 

       取りまとめる。                                            資料 ９ 

 

②  令和３年度 年間審査結果について                資料１０ 

 

次回の理事会は ４月１４日（木）午後６時～ 於：県立武道館  

        議事録署名人の当番は、鶴見区支部、伊勢原市支部です。 

 

５．閉   会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


