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７月の稽古予定 

草加市剣道連盟 稽古日程 

毎週金曜日 

7／1 日、8 日、22 日 

草加中学校剣道場 19：00～ 

＊29 日の稽古はありません 

＊各自にて竹刀を点検の上ご参加下さい。 

学校開放より 

7 月 11 日(月) 19：00～学校開放運営委員会  

草加小 2 階「なかよしルーム」にて 

出席者：大橋さん、作田さん   

育成会より 

今年の夏は例年になく気温の上昇が予想されて

おります。 

稽古の時は熱中症予防のために、水分補給をしま

すので水筒を忘れずに持参するようお願いしま

す。 

尚、体調が優れない時には、無理せず休養をする

ようにお願いします。 

  

＊4/30（土）育成会総会にて指導部長笠原先生よ

り今年度、お母さん先生に 

石塚さん・細木原さん・廣政さん・副島さんが指

名されました。 

どうぞ、ご協力をよろしくお願いします。 

  

＊育成会会計をして頂いた横森かおりさんが引

っ越すため、後任に副島亜由美さんがなりまし

た。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

新しく会員が増えました！ みなさまどうぞよろしくお願いします。 

 

櫻澤 子龍（サクラザワ シリュウ）西町小 5年    上木 和子（ウエキ カズコ）一般 

我妻 寛治（ワガツマ カンジ）瀬崎小 3年      石田 真紀子（イシダ マキコ）一般        

新入会員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日/曜 場所 時間 

2(土) 中央公民館 18：30～ 

3(日) 草小（自由稽古） 12：00～ 

5(火) 草小 19：00～ 

7(木) 草中剣道場 19：00～ 

9(土) 中央公民館（形稽古） 18：00～ 

10(日) 中央公民館 9：00～ 

11(月) 草中アリーナ 19：00～ 

12(火) 草小 19：00～ 

13(水) 草中アリーナ 19：00～ 

14(木) 中央公民館 19：00～ 

15(金) 草中アリーナ 19：00～ 

16(土) 草中剣道場 18：30～ 

1７(日) 草加市民体育館（上期級審査会） 

19(火) 草小 19：00～ 

21(木) 中央公民館 19：00～ 

23(土) 中央公民館 18：30～ 

24(日) 日本武道館（全日本少年少女剣道練成会） 

26(火) 草小 19：00～ 

28(木) 中央公民館 19：00～ 

30(土) 中央公民館 18：30～ 

31(日) 草小（自由稽古） 12：00～ 

 

平成２８年６月２５日（土） 

草加中央剣友会 
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大会結果 

育成会より 

＊合宿説明会のお知らせ 

日時：7月 30（土））19時より 

場所：中央公民館 第三会議室（一階） 

参加者は保険証のコピーを持参して、 

育成会：岡島会長までお渡して下さい。 

 参加費は 7/23（土）までの中央公民館の稽古日に 

会費袋（小学生）に入れて納入をお願いします。 

 

＊暑中稽古のお知らせ 

7月 10日(日)～7月 16日(土) 

一週間、休まず稽古をした子どもには最終日に 

賞状が贈られます。 

保護者の皆様のご協力をお願い致します。 

＜目標＞ 

 ・大きな声を出す。 

  ・１日も休まない、最終日まで気を緩めずやりきる！！ 

やりきる力をつける！！ 

総務より 

＊全日本少年少女剣道錬成大会壮行会＆暑気払いのお知らせ 

 日時：７月１７日（日） １７時より  場所：大福源 

 会費：未定（大人 4000円程度） 

 参加申し込み締切 ７月１２日（火）    担当：総務 栗原まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 6月 4日（土）第 4回埼玉県少年低学年剣道錬成大会 

★リーグ敗退★（先鋒：岡島佳信 中堅：副島悠矢 大将：廣政壮汰） 

平成 28年 6月 4日（土）第 43回埼玉県道場少年剣道大会 

小学生★リーグ敗退★ 

（先鋒：植村幸恵 次鋒：岡島理紗 中堅：細木原拓摩 副将：小橋優介 大将：中島響） 

中学生★リーグ敗退★ 

    （先鋒：金谷美玖 次鋒：松川奈央 中堅：植村修司 副将：大橋一己 大将：栗原颯大） 

平成 28年 6月 5日（日）第 32回久喜剣道連盟剣道大会 

小学生  ★二回戦★ 

（先鋒：廣政壮汰 次鋒：岡島理紗 中堅：細木原拓摩 副将：小橋優介 大将：中島響） 

中学生女子★一回戦★ 

（先鋒：藤原舞子 次鋒：梅原瑞雪 中堅：安田弥奈 副将：佐原光璃 大将：平林佳菜） 

一般男子 ★一回戦★ 

（先鋒：阿部雅弘 次鋒：岡島信保 中堅：中田一夫 副将：田上宏典 大将：丸山義人） 

一般女子 ★一回戦★  （先鋒：星川香織 中堅：野本めぐみ 大将：今澤良子） 

シニア  ★一回戦★  （先鋒：山田守男 中堅：坂田政司 大将：安藤誠） 

 

平成 28年 6月 19日（土）第６１回知事杯争奪近県剣道大会 

★一回戦★（先鋒：廣政壮汰 次鋒：岡島理紗 中堅：植村幸恵 副将：細木原拓摩 大将：中島響） 

 

平成２８年６月 8日（水）平成２８年度 学校総合体育大会草加市内予選 （個人戦） 

    会場：草加市立草加中学校  県大会出場： 女子３位：金谷美玖 （瀬崎中） 

平成２８年６月１５日（水）平成２８年度 学校総合体育大会県南予選 

    会場：草加市記念体育館   県大会出場： 団体：大橋十己 （草加中）  

平成２８年６月７日（火） 平成２８年度 学校総合体育大会春日部地区予選 （団体戦） 

    会場：春日部市民武道館   県大会出場： 団体：松川奈央 （大沼中） 

          ！！県大会出場、おめでとうございます！！  

＊：県大会に選出された選手は、各地区代表として頑張ってきて下さい。 



大会予定 

平成 28年度上期級審査会の実施について 

日時：平成 28年 7月 17(日） 9時受付 9時 30分開始 

場所：草加市民体育館 

 

～級審査を受講される皆様へ～ 

前日までに、次の事を確認しましょう！ 

1: 用具、道着の確認。 

2: 竹刀の確認。（ささくれ、ツルのゆるみ、なか結いのゆるみ等） 

3: 防具なしを受講される皆様は、打ち込みの順序を確認しておくこと。 

4: 1～3級を受講される皆様は、木刀の基本稽古法の順序、 

1級受講者は日本剣道形（3本目まで）順序を確認しておくこと。 

5: 審査前日は準備を済ませて、早めに就寝するようにして下さい。 

（審査当日は、時間に遅れないようにして下さい。） 

 

 

第１１回埼玉県道場小・中学生剣道選手権大会 

日時：平成 28年 6月 25 日（土） 午前９時 受付開始  ９時 45分開会 

場所：戸田市スポーツセンター 

選手 （監督 植村寛治） 

小学生男子：細木原拓摩 中島響   女子：岡島理紗  植村幸恵 

中学生男子：植村修司 栗原颯大   女子：松川奈央 金谷美玖  

＊剣道着にワッペンを装着すること 

 

第 4回全国少年少女剣道祭 

日時：平成 28年 6月 26 日（日）午前 8時 30分会場 午前 9時 30分開会式 

場所：さいたま市記念総合体育館 

選手：小学生（監督：植村寛治） 

先鋒：廣政壮汰 次鋒：岡島理紗 中堅：植村幸恵 副将：細木原拓摩 大将：中島響 

中学生女子（監督：植村寛治） 

先鋒：佐原光璃 中堅：松川奈央 大将：金谷美玖 

 

第 11 回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会予選会 

日時：平成 28年 7月 16 日（土）午前 9時 10分受付開始 午前 9時 40分開会 

場所：県立武道館 

選手：中島響  ＊草加選抜より選出 

  

平成 28年度全日本少年少女武道(剣道)錬成大会 

日時：平成 28年 7月 24 日（日）午前 8時 40分入場行進開始 午前 9時 20 分開会 

場所：日本武道館 

監督：田 上 宏 典  

選手：未定 


