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令和４年度事業報告 

3月 1日 

 ～25日 

令和４年度ワッペン登録          当初 785名 

                         追加  69名    計８５４名 

4月 1日 

  ～4日 

第 59回全国選抜少年剣道合宿錬成会  （中止） 

4月 29日 第４５回三重県道場少年剣道大会               津市芸濃総合文化センターアリーナ 

 小学生低学年の部 小学生の部 中学生の部 

優勝 旺武道場A 颯友会A 旺武道場A 

準優勝 三重剣優館 颯友会 B  颯友会A 

第三位 東観剣友会A 三重西錬心会A 三重友志会A 

第三位 菰野嶺風館A 純和会A 鈴鹿赤胴A 

全国大会 

出場チーム 

 員弁剣友会 A、松阪月山会

A、白山剣道 A、白剣会 A、

旺武道場 A、和道館 A、大

谷台剣心会 A、北浜葉葉

館、鈴鹿赤胴 

嬉野剣道A、颯友会B、富田

剣道、舞誠会、正平館道場、

三重剣優館、東雲剣友会 

 

4月 29日 令和４年度年度総会                       津市芸濃総合文化センター 

6月１３日 全日本剣道道場連盟評議員会 

7月 ３日 第３９回三重県道場対抗剣道大会 兼三重県道場少年剣道選手権大会  

DMG MORIアリーナ（ゆめドームうえの） 

 小学生女子の部 小学生男子の部 中学生女子の部 中学生男子の部 

優勝 小林わかの 中尾 天祐 安達 芽愛 玉田 夢叶 

（白山剣道） (旺武道場） (颯友会） （久米剣道） 

準優勝 田中 絢華 遠藤  真 田口  栞 柴田 大暉 

（颯友会） (純和会） （富田剣道） (旺武道場） 

三位 伊藤  花 黒川 新太 向山 みわ 大河内壱才 

（和道館） (三重西錬心会） （三重剣正会） (颯友会） 

三位 平野 杏奈 安藤 司希 喜多 柚妃 平川 凌成 

（大宮剣道） (員弁剣友会） （久米剣道） （旺武道場） 
 

7月 28日 

～29日 

第５６回全国道場少年剣道大会                東京都 日本武道館 

 中学生の部 颯友会 A 第 9試合場第３位（ベスト 64） 

10月10日 第７回審判研修会                       松阪市 松阪牛の里オーシャンファーム武道館 

 参加者３９名、役員講師事務局８名、計４７名 

１０月１６日 第 38回全国道場対抗剣道大会兼全国道場少年剣道選手権大会   愛知県 パークアリーナ小牧 

 小学生男子の部 中尾天祐選手（旺武道場） ベスト８ 

 小学生女子の部 小林わかの選手（白山剣道）ベスト１６ 

10月10日 第 4５回三重県少年団研修会作品選考会    ９道場 ５１名（小学生３２名、中学生１９名）  

 小学生の部  中学生の部  

最優秀賞  旺武道場 稲垣 尚斗 神風館道場 小嶋 奈瑠 

優秀賞 ゆりあげ剣道 矢野 聖夜 ゆりあげ剣道 宮島 汰成 

優良賞 旺武道場 中尾 天祐 常磐剣友会 伊藤  埼 
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11月１２日 

  ～１３日 

全日本剣道道場連盟主催剣道指導者研修会    川口尚記 

12月３日 

 

 

第４５回中部地区剣道少年団研修会【体験・実践発表会】    富山県 とやま自遊館 

     小澤英翁事務局長  審査委員 

小学生の部 稲垣尚斗（旺武道場）  敢闘賞 

中学生の部 小嶋奈瑠（神風館道場）  敢闘賞 

12月 11日 第２１回毎日レディース剣道大会                東京都日野市 

  すみれの部（ジュニア） 第３位 颯友会（小林わかの、田中絢華、安達芽愛） 

12月２４日 第３５回川口杯争奪三重県少年剣道選手権大会     四日市市総合体育館 

種目 優勝 準優勝 第三位 第三位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 

小学生１・２

年の部 

西村栄祐 濱口萌奈 大森悠智 杉山美咲音 奥田智晴 萬濃 暖 菅原幹太 田中あん 

三部剣友会 白山剣道 富田剣道 富田剣道 大宮剣道 嬉野剣道 桑名剣友会 結武館 

小学生３・

４年の部 

堀木竣介 小林みちの 杉本奈槻 柴田晄希 濱野 新 林 慧 若林佳瑶 稲垣あかり 

和道館 白山剣道 和道館 旺武道場 
三重西 

錬心会 
三重剣優館 三重剣優館 旺武道場 

小学生５・

６年女子

の部 

小林わかの 田中絢華 平野杏奈 伊藤 花 辰己希実 宮田華愛 工藤倖風 下村珠愛 

白山剣道 颯友会 大宮剣道 和道館 白剣会 旺武道場 白山剣道 鳥羽武道館 

小学生５・

６年男子

の部 

中尾天祐 野口湊一朗 黒川新太 安藤司希 黒川詢也 太田来望 馬場たいき 松本真虎 

旺武道場 颯友会 
三重西 

錬心会 
員弁剣友会 

三重西 

錬心会 
員弁剣友会 旺武道場 東員剣道 

中学生 

女子の部 

安達芽愛 濱﨑亜子 佐藤凛和 稲垣佳奈 田口 栞 八手又柚羽 新屋奈緒子 小薗舞波 

颯友会 旺武道場 富田剣道 嬉野剣道 富田剣道 嬉野剣道 員弁剣友会 三重友志会 

中学生 

男子の部 

大河内壱才 玉田夢叶 田中奏汰 平川凌成 向井崇章 吉田佳佑 谷垣慶太郎 井戸田晋瑚 

颯友会 久米剣道 颯友会 旺武道場 亀山演武場 颯友会 旺武道場 舞誠会 
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1月 三重県剣道道場連盟稽古始め   （中止） 

2月 優秀剣道少年団顧問・団員表彰 

  優秀指導顧問  一心剣友会  中江保勝 

  優秀少年団員  白山剣道 小林わかの    久米剣道 玉田夢叶 

2月２６日 第４５回日本剣道少年団研修会（体験発表会）  

第４５回日本剣道少年団研修会（書道展） 

賞 部  門 道  場 氏  名 

銀賞 小学生２年生以下 松阪月山会 稲垣 翔瑛 

  小学生３・４年生 白山剣道 小林 みちの 

  小学生５・６年生 旺武道場 宮田 華愛 

  中 学 生  松阪月山会  森田 瑚都 

銅賞 小学生３・４年生 旺武道場 宮田 尚 

  小学生５・６年生 神風館道場 小嶋 奈子 

  中 学 生   一心剣友会  森田 心美 

佳作 小学生２年生以下 ゆりあげ剣道 伊藤 弘晴 

  

 

（登録なし） 伊藤 翠香 

  小学生３・４年生 大山田剣道 野間 翔  

   大谷台剣心会 仲尾 佳泰 

   久米剣道 米山 剣志郎 

   白剣会 樋口 太志 

  小学生５・６年生 旺武道場 柴田 莉帆 

   白山剣道 工藤 倖風 

   白山剣道 島田 琉央 

   白山剣道 小林 わかの 

   羽津剣道 服部 将虎 

   一心剣友会 横井 来飛 

   大谷台剣心会 喬 家晟 

   大谷台剣心会 水谷 めい 

   ゆりあげ剣道 宮島 悠誓 

   久米剣道 米山 凛太郎 

   紀宝剣道 辻 美織 

  中 学 生 ゆりあげ剣道 宮島 汰成 
 

3月 全日本剣道道場連盟主催剣道指導者研修会   （中止） 

3月１１日 令和４年度理事会                  津市 プラザ洞津 

 


