
理事評議員就任月日一覧表

№ 役職名 氏名 年齢 職業

1 会長(代表理事) 下村博文 66 元文部科学大臣

2 副会長(代表理事) 岩立三郎 81 松風館道場館長

3 副会長 太田忠徳 79 元警視庁剣道主席師範

4 副会長 近藤勁助 81 健礼会近藤道場師範

5 副会長 伊藤陽文 78 陽武館伊藤道場館長

6 副会長 白石正範 73 練兵館館長

7 専務理事 豊村東盛 70 全日本剣道道場連盟 常務理事

8 常務理事 栗田和市郎 63 警視庁剣道指導室副主席師範

9 理事 小髙終八郎 82 登別錬尚館館長

10 理事 中村福義 72 東京修道館館長

11 理事 羽賀紀正 78 日高道場 名誉師範

12 理事 石塚美文 69 元大阪府警剣道主席師範

13 理事 岡本守雄 79 致道館少年剣道教室師範

14 理事 池田健二 77 福岡如水館館長

15 理事 楢崎武司 81 京都剣誠会会長

16 理事 川口正人 79 和道館館長

17 理事 鎌田耕平 71 秋水館鎌田道場館長

18 理事 藤井信次 68 福田道場館長

19 理事 村雲荘一 67  雲館村雲道場館長

20 理事 川﨑達成 71 佐賀修道館館長

氏名 年齢 職業

1 監事 荻野泰亨 78 修武館剣道場館長

2 監事 下門敬史 66 国際弁護士

 № 役職名 氏名 年齢 職業

1 北海道評議員 阿部英明 77 砂川錬心館館長

2 青森県評議員 松尾  孝 65 青森県剣道道場連盟事務局長

3 岩手県評議員 菊池長悦 70 釜石公共職業安定所遠野出張所非常勤職員

4 秋田県評議員 小松　晃 68 奥檜館道場館長

5 山形県評議員 五十嵐義一 71 行政区長/大谷剣道スポーツ少年団 館長

6 宮城県評議員 手塚文雄 73

7 福島県評議員 佐藤孝康 65 小島会館長
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8 新潟県評議員 山田義雄 73 共栄館道場主

9 神奈川県評議員 滝澤建治 78 思斉館滝澤道場主

10 千葉県評議員 髙橋進一 66 国債医療福祉専門学校顧問・非常勤講師

11 茨城県評議員 牛坂裕彦 62 十王武道振興会剣道部館長

12 栃木県評議員 齋藤幸一 72 鹿沼市剣友会館長

13 埼玉県評議員 神山芳男 77  

14 群馬県評議員 武藤成孝 73 尚修館武藤道場館長

15 山梨県評議員 天野雄次 71 都留剣館長

16 東京都評議員 中澤　繁 53 東京至誠館道場館長

17 長野県評議員 木村隆一 65 夢未来「對山館」館長

18 富山県評議員 荒俣宗悦 64 婦中町少年剣道教室長

19 石川県評議員 下﨑良智 65 内灘町武道館館長

20 福井県評議員 奥井俊雄 68 敦賀市剣道スポーツ少年団 道場主

21 静岡県評議員 渡邉典夫 67 岩松剣道少年団代表

22 愛知県評議員 内田信之 58 自営業

23 岐阜県評議員 淺川裕茲 71 雙柳舘館長

24 三重県評議員 中村忠文 76 三重県剣道道場連盟副会長

25 滋賀県評議員 中野正堂 71 五個荘洗心館館長

26 大阪府評議員 三宅一仁 60 三劔会　会長

27 京都府評議員 音川　勝 76 修学武道館　道場主

28 奈良県評議員 伊東康裕 53 (財)奈良市武道振興会事務局長

29 和歌山県評議員 山﨑武男 72 弘武館　道場主

30 兵庫県評議員 前田賢治 71 新宮剣志館館長

31 鳥取県評議員 山本康智 58 公務員

32 島根県評議員 加藤富章 72 島根県剣道道場連盟会長

33 岡山県評議員 竹内　司 53 地方公務員

34 広島県評議員 村山三哉 66 黒瀬剣道教室代表指導者

35 山口県評議員 藤田道夫 81 山口市剣道スポーツ教室長

36 香川県評議員 今井由幸 59 東洋工業㈱営業技術室室長

37 徳島県評議員 松村和宏 67 自営業

38 高知県評議員 宇賀孝篤 54 教職員

39 愛媛県評議員 白石武平太 66 久枝、城北剣道会 会長

40 福岡県評議員 山内正幸 68 今宿少年剣道部館長

41 佐賀県評議員 新　光弘 67 佐賀県剣道道場連盟 副会長

42 長崎県評議員 小島禮三郎 79

43 熊本県評議員 紫垣正刀 58 公務員
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44 大分県評議員 羽田賢一 72 三重町剣道少年団　道場主

45 宮崎県評議員 森屋郁夫 67 地方公務員

46 鹿児島県評議員 上宇都正昭 71

47 沖縄県評議員 松川圀隆 83 道場主
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