令和３年度 東 京 都 中 学 校 体 育 連 盟 剣 道 部 役 員
顧問

平岡 盛仁（調布・調布）

〒182-0033 調布市富士見町 4-17-1

(042-482-0275)

顧問

阿部 善雄（小平・小平第二） 〒187-0031 小平市小川東町 1-17-1

(042-341-0244)

相談役

荒川 明夫（江戸川・葛西第二）〒134-0082 江戸川区宇喜田町 1085

(03-3680-5146)

相談役

後藤 英二（青梅・第二）

〒198-0043 青梅市千ヶ瀬町 2-155

(0428-22-7284)

剣道部長

木村 孝治（日野・日野第一） 〒191-0011 日野市日野本町 7-7-7

(042-581-0261)

副部長 小野 定則（小平・小平第一） 〒187-0042 小平市仲町 506

(042-341-0048)

副部長 岩澤

(042-361-9301)

剛（府中・府中第一） 〒183-0054 府中市幸町 1-22

会計部長 林田 重敏（稲城・稲城第五） 〒206-0803 稲城市向陽台 3-1-1

(042-378-6121)

総務部長 亀澤 祐浩（東大和・第二）

〒207-0014 東大和市南街 3-60-4

(042-561-2328)

会場部長 飯田源太郎（江戸川・松江第三）〒134-0088 江戸川区中央 1-20-1

(03-3651-0043)

審判部長 吉岡 和志（立川・立川第一） 〒190-0023 立川市柴崎町 1-3-4

(042-523-4328)

競技部長 岩澤

(042-361-9301)

調査研究部長

剛（府中・府中第一） 〒183-0054 府中市幸町 1-22

石川 安彦（日野・日野第二） 〒191-0062 日野市多摩平 4-5-2

(042-581-0056)

各ブロック剣道競技責任者（各剣道ブロック長）
第１ブロック ［ 千代田・港・品川・大田 ］
堀内 基之（千代田・共立女子）〒101-8437 千代田区一ツ橋 2-2-1

(03-3237-2744)

第２ブロック ［ 新宿・目黒・世田谷・渋谷 ］
河野

博（世田谷・国士舘） 〒154-8553 世田谷区若林 4-32-1

(03-5481-3114)

第３ブロック ［ 中野・杉並・練馬 ］
中山 信一（練馬・貫井）

〒176-0021 練馬区貫井 2-14-13

(03-3990-6412)

〒171-0031 豊島区目白 1-5-1

(03-5992-1032)

第４ブロック ［ 文京・豊島・北・板橋 ］
近澤 一穂（豊島・学習院）

第５ブロック ［ 中央・台東・荒川・足立 ］
九石 有司（荒川・荒川第五） 〒116-0001 荒川区町屋 1-37-16

(03-3895-1283)

第６ブロック ［ 墨田・江東・葛飾・江戸川 ］
山嵜 龍一（江戸川・東葛西） 〒134-0084 江戸川区東葛西 6-40-1

(03-3675-4761)

第７ブロック ［ 八王子・町田・日野・多摩・稲城 ］
力武 国広（町田・南成瀬）

〒194-0045 町田市南成瀬 7-7-1

(042-729-3441)

第８ブロック ［ 青梅・福生・あきる野・羽村・西多摩(瑞穂･日の出･檜原･奥多摩) ］
納谷 俊大（羽村・羽村第二） 〒205-0013 羽村市富士見平 1-16

(042-554-2041)

第９ブロック ［ 武蔵野・三鷹・府中・調布・狛江 ］
黒田 英之（三鷹・三鷹の森学園第三） 〒181-0002 三鷹市牟礼 4-13-8

(0422-44-6181)

第 10 ブロック ［ 立川・昭島・小金井・小平・国分寺・国立 ］
鈴木 実樹（小平・小平第一） 〒187-0042 小平市仲町 506

(042-341-0048)

第 11 ブロック ［ 東村山・西東京・清瀬・東久留米・武蔵村山・東大和 ］
亀澤 祐浩（東大和・第二）

〒207-0014 東大和市南街 3-60-4

(042-561-2328)

第 12 ブロック ［ 大島(大島)・新島(利島･新島･神津島)・三宅島(三宅･御蔵島)・八丈島(八丈)・小笠原(青ｹ島･小笠原) ］
（
・
） 〒 ※第 12 ブロックについては総務部まで連絡してください

(

--

)

事務局

小野 定則（小平・小平第一） 〒187-0042 小平市仲町 506

(042-341-0048)

監査

荒井 雅則（八王子・由井）

(042-642-2148)

〒192-0914 八王子市片倉町 553

学校剣道連盟担当
荒川 明夫（江戸川・葛西第二）〒134-0082 江戸川区宇喜田町 1085
山嵜 龍一（江戸川区・東葛西） 〒134-0084 江戸川区東葛西 6-40-1
並木 翔平（町田・小山）
〒194-0215 町田市小山ヶ丘 1-2-4

関
日本中学校体育連盟

係

機

(03-3680-5146)
(03-3675-4761)
(042-798-1251)

関

〒160-0013 新宿区霞ヶ丘町 4-2-401 (03-5843-1961)

東京都中学校体育連盟(東京都教職員研修センター４０９室)
〒113-0033 文京区本郷 1-3-3

(03-5615-9517)

東京都剣道連盟

〒105-0004 港区新橋 4-24-2

(03-5405-2166)

全日本剣道連盟（日本武道館内）

〒102-0091 千代田区北の丸公園 2-3 (03-3211-5804)

日本武道館

〒102-0091 千代田区北の丸公園 2-3 (03-3216-5134)

東京武道館

〒120-0005 足立区綾瀬 3-20

(03-5697-2111)

エスフォルタアリーナ八王子

〒193-0941 八王子市狭間町 1453-1

(042-662-4880)

東京都教育庁指導部体育健康教育指導企画課 〒160-0023 新宿区西新宿 2-8-1

(03-5320-6887)

