
第3号議案

三浦　康彦

田中　浩二

杉浦　雅人 鈴木　睦(江)

本田　忠彦

青山　敏光 木村　昌保 鈴木　一誠

有馬　健治 井関　公宏 稲垣　　章 稲垣　雅春 榎本　鐘司 中西　庄藏
山﨑　正信 伊澤　光二

鈴木  睦(一)

杉浦　優治 川端　武司

青山　幸吉 青山　拓司 青山　敏彦 朝 倉　 大 荒川　竜也 伊澤　直人
稲葉健太郎 犬塚　嘉之 今泉　千絵 岩下　陽子 榎 本 　勲 榎本　國康
岡田　和也 大澤　直人 加藤　孝浩 加藤　智博 鐘ヶ江隆志 川 澄 　洋
岸田　吉則 鬼頭　昌宏 倉 地　 徹 古島　尚典 後藤　正成 駒瀬　敏彦
颯田　十治 塩 沢 　恭 清水　基史 杉浦　智芳 杉浦　政之 杉浦　義隆
鈴木　正行 髙 橋 　至 手島　菊次 寺島　裕子 戸田　康弘 冨田巳津子
冨 永　 茂 中根　文彦 野口　智昭 羽佐田高弘 濱 崎　 圭 半田　憲生
伴　 浩 仁 福間　隆二 古居　保之 本多　康彦 牧野　恭祐 牧野　亮太
松崎　清身 宮島　恭子 村田　忠儀 村田　義之 村松　宗徳 毛利　隆史
吉崎　俊文

林　 孝 郎

尾崎　清和 大澤　直人

原田　淳也 木村　優佑

松田麻希子 海林　幹拓

鈴木　洋司 谷　 昌 行

鈴木　睦(一) 杉浦　優治 川端　武司 青山　幸吉 岩下　陽子 海林　幹拓
榎本　國康 大澤　直人 尾崎　清和 木村　優佑 鈴木　洋司 谷　 昌 行
冨 永 　茂 濱 崎 　圭 林　 孝 郎 原田　淳也 半田　憲生 福間　隆二
松田麻希子 村田　忠儀 村田　義之

【一般部長】 川端　武司 【副部長】 颯田　十治 杉浦　優治 牧野　亮太 加藤　智博
【青年部長】 濱 崎 　圭 【副部長】 磯谷　正樹 木村　優佑 福間　隆二 杉浦　義隆
【女性部長】 岩下　陽子 【副部長】 中根　朋子 松田麻希子 今泉　千絵

【講習部長】 杉浦　雅人 【副部長】 杉浦　優治

【審査部長】 鈴木  睦(一) 【副部長】 尾崎　清和

中西　庄藏 井関　公宏 山﨑　正信 鈴木　睦(江) 尾崎　清和 加藤　智博
加藤　江里 寺島　裕子 馬場　吉史 犬塚　智晶 豊永　未来 大須賀勇太

林　 孝 郎 杉浦　雅人 杉浦　優治 鈴木　睦(江) 谷　 昌 行 鈴木　洋司
原田　淳也 鈴木　睦(一) 田中　浩二

林　 孝 郎 鈴木  睦(一)

鈴木　睦(江) 杉浦　優治 半田　憲生 杉浦　政之

尾崎　清和 木村　優佑 塩沢　　恭 原田　淳也 海林　幹拓

海林　幹拓 原田　淳也 大澤　直人

鈴木  睦(一) 林　 孝 郎

伊澤　直人 戸田　康弘 寺島　裕子 颯田　圭吾 古島　尚典 尾崎　拓也
森 嶋 　亮 冨 永 　寛 杉浦　優治 林　 孝 郎

中川　圭介 中川　佳子

【理事長】 木村　昌保 【正会員登録者】 林　 孝 郎 【事務担当者】 林　 孝 郎

【参　与】 田中　浩二 【副理事長】 鈴木　睦(江）

【理　事】 杉浦　雅人 鈴木　睦(一) 福間　隆二 【監　事】 榎本　鐘司
【評議員】 杉浦　優治 鈴木　正行 村田　義之 松田麻希子

【参　与】 杉浦　雅人 【評議員】 榎本　鐘司

西三河剣道連盟

【相 談 役】

令和3年度　西尾市剣道連盟役員　（案）

【名誉会長】

【会　　長】

【副 会 長】

【顧　　問】

【参　　与】

【理 事 長】

【副理事長】

【事務局長】

【事務局次長】

【理　　事】
(55名)

【総務委員】

西尾市スポーツ協会

愛知県剣道連盟

幼少年剣道
入門教室

レベルアップ

剣道教室

ＨＰ委員

剣道連盟だより

剣の道

級・段審査担当

ＨＰアドバイザー

地域代表者会

スポーツ安全保険担当

【書　　記】

【会　　計】

稽
古
部

【監　　査】


