
吉　岡　邦　康

副 会 長 鈴　木　康　

役     員　

令和　２年度

役　　職 氏　　　 名

会　　長 河　野　修一郎

役　　職 氏　　　 名 役　　職 氏　　　 名

常務理事 坂　本　大　之 常務理事 西　川　正　行

常務理事 村　崎　和　幸 常務理事 光　武　清　吾

常務理事 中　川　一　穂 常務理事 飛　岡　　　治

常務理事 千　﨑　武　司 常務理事 山　本　俊　二

常務理事 岡　部　　　茂 常務理事 川　原　清　美

役　　職 氏　　　 名 役　　職 氏　　　 名

理　　事 乾　信　一　郎 理　　事 柏　木　和　馬

理　　事 林　野　繁　路 理　　事 柴　田　侃　一

理　　事 室　谷　　　浩 理　　事 高　原　幸　盛

福　長　一　男 理　　事 兵　頭　重　巳

理　　事 大　野　敏　男 理　　事 上　嶋　武　彦

監　　事 宮　﨑　睦　雄

理　　事 大　下　政　一 理　　事

理　　事 髙　野　晏　生 理　　事

理　　事 田　島　基　秀

池　田　公　律
副会長兼
専務理事

神　谷　明　文副 会 長

監　　事 監　　事平　野　武　彦

山　本　眞　人

理　　事

理　　事

奥　田　　　実

末　永　清　冬



氏　　　 名

高体連 先　坊　昌　之

中体連 中　江　亮　太

阪神地区 高　田　一　成

阪神地区

神戸地区 中　野　俊　幸

神戸地区 光　田　　　弘

神戸地区 吉　岡　俊　和

神戸地区 田　中　日出男

神戸地区 木　村　康次郎

神戸地区 八　田　賢　一

神戸地区 岡　本　久　雄

神戸地区 小　森　睦　夫

氏　　　 名

東播地区 橘　川　晴　光

東播地区 長谷川　　　操

東播地区 緒　形　正之助

東播地区 松　浦　征　伸

東播地区 藤　本　進　一

東播地区 神　澤　正　輝

西播地区 丸　山　記七郎

西播地区 松　本　和　彦

神戸地区 藤　原　庸　勝

神戸地区 米　田　順　計

神戸地区 久保田　広　文

神戸地区 中　尾　　　哲

神戸地区 片　岡　不　三

神戸地区 青　野　克　彦

神戸地区 上　本　康　彦

神戸地区 椎　屋　正　文

西播地区 廣　田　　　哲

西播地区 藤　戸　昌　裕

西播地区 岩　本　哲　也

中　川　明　好

阪神北地区 大　植　　　栄

阪神北地区 山　川　重　雄

阪神北地区 増　田　正　雄

久保田　明　彦阪神地区 笠　井　　　晃

神戸地区 川　田　容　三

神戸地区 藤　井　正　和

神戸地区 本　山　久　雄

丹波地区

評　議　員　氏　名 評　議　員　氏　名

淡路地区 不　動　俊　博

兵庫県警察 上　野　篤　良

但馬地区 垣　谷　敦　美

但馬地区 長　瀬　邦　彦

廣　瀬　正　典

居合道 小　野　一　夫

杖　道 高　田　浩　和

阪神地区 中　嶋　良　介 兵庫学生 小　林　　　進

学校剣連

佐　野　　　豊

阪神地区 小　倉　正　幸

東播地区



永　松　眞　澄 安　倍　尚　志

小　野　一　夫

杖道師範 松　村　勇　造

杖道師範 髙　原　繁　雄

藤　原　庸　勝

委　員 山　本　俊　二 居合道師範 大　下　政　一

居合道師範 松　本　    哲

委　員 岡　部　　　茂 居合道師範

委　員 池　田　友　映

今　冨　豊　紀

委　員 内　濱　誠　志 居合道師範 福　原　康　晴

委　員 川　原　正　紀

居合道師範

師範

矢　木　司　孝

役　　職 氏　　　 名 師範 上　野　篤　良

委員長 二子石　貴　資 師範

師範 岡　村　康　広

師範 鈴　木　康　民

師範 佐　藤　　　誠

師範 秋　山　雅　彦

師範 河　野　修一郎

師範 伊　藤　明　裕

丸　山　　　暁

審議員 米　田　義　一 師範 池　田　公　律

師範 中　田　善　幸

川　戸　    勝

審議員 林　　　勝　幸 師範 小　森　睦　夫

審議員 内　濱　誠　志 師範 長　納　憲　二

審議員 浦 　　 和　人 師範

審議員 高　村　克　人 師範

審議員 佐　藤　桂　生 師範 鈴　木　康　

審議員 川　原　正　紀 師範 神　谷　明　文

師範審議員

審議員 川　本　三千弘 師範 長　野　武　大

審議員 二子石　貴　資 師範 宮 﨑　　 　昭

審　議　員　氏　名 師　　範　　氏　名

氏　　　 名 氏　　　 名

剣道選手強化委員会

委　員 小　西　真　里

委　員 村　山　香　織



　

委　員 中　尾　鑑　二

事務局長 松　川　好　秋

女子剣道委員会

委　員 田　村　いづみ 職　員 栗　原　昌　子

職　員 下　村　景　子

委　員 奈　木　朋　子 職　員 小　木　麻里亜

委　員 岩　本　ミヨ子 職　員 　丸　　　泰　子　

委　員 井　戸　英津子

委　員 藤　原　琴　子 職　員 加　藤　典　弘

委　員 村　山　香　織

委員長 川　原　清　美

委　員 小　西　真　里 役　　職 氏　　　 名

事務局

役　　職 氏　　　 名

委　員 白　井　慶　子 委　員 河　内　賢　司

委　員 盆子原　稔　博 委　員 山　下　裕　士

委　員 木　村　通　男 委　員 高　田　浩　和

委　員 松　本　    哲 委　員 木　村　通　男

委　員 椎　屋　正　文 委　員 白　井　慶　子

委員長 大　下　政　一 委員長 吉　岡　邦　康

委　員 小　野　一　夫 委　員 松　村　勇　造

居合道委員会 杖道委員会

役　　職 氏　　　 名 役　　職 氏　　　 名

委　員 中　江　亮　太 委　員 長　瀬　邦　彦

委　員 阿　部　都貴子 委　員 佐　藤　直　明

委　員 宮　垣　祐　司

委　員 高　村　克　人 委　員 松　浦　征　伸

委　員 田　村　敬　士 委　員 竹　本　和　由

委　員 坂　本　大　之 委　員 光　武　清　吾

委　員 大　見　利　之 委　員 樋　口　政　清

委員長 中　川　一　穂 委員長 佐　藤　桂　生

委　員 村　崎　和　幸 委　員 浦　    和　人

役　　職 氏　　　 名 役　　職 氏　　　 名

学校剣道委員会 少年剣道委員会


