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７月の稽古予定

総務より

日/曜

場所

時間

3(火)

花栗出稽古（松原小）

19：00～

5(木)

中央公民館

19：00～
9：00～

（選抜稽古）

体育館が工事の為使用できなくなりました。
稽古場所については後日連絡いたしますので、ご

記念体育館剣道場

18：00～

（形稽古）
8(日)

記念体育館剣道場

9：00～

9(月)

川柳文化センター

19：00～

10(火)

花栗出稽古（松原小）

19：00～

11(水)

谷塚出稽古（谷塚小）

19：00～

12(木)

中央公民館

19：00～

13(金)

中央公民館

19：00～

14(土)

記念体育館剣道場

18：30～

草加市市民体育館
15(日)

＊選抜稽古は 7/7（土）9：00～記念体育館剣道場
＊6/29（金）～8/21（火）の期間中、草加小学校

記念体育館剣道場
7(土)

＊形稽古は 7/7（土）18：00～20：00

（上期級審査会）

了承下さい。
＊平成 30 年度上期級審査会の実施について
日時：平成 30 年 7 月 15 日（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、道衣＆袴の確認。
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

夕やけ小やけ
（全日本剣道壮行会＆暑気払い）

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

17(火)

花栗出稽古（松原小）

19：00～

19(木)

中央公民館

19：00～

の順序、1 級受講者は日本剣道形（3 本目まで）

21(土)

記念体育館剣道場

18：30～

順序を確認しておくこと。

22(日)

5 審査前日は準備を済ませて、早めに就寝するよ

日本武道館
（明治 150 年記念 全日本少年少女武道 （剣道）錬成大会）

（審査当日は時間に遅れないようにして下さい。
）

24(火)

未定

26(木)

中央公民館

19：00～

記念体育館剣道場

18：30～

28(土)

記念体育館研修室
（合宿説明会）

31(火)

瀬崎コミュニティーセンター

うにして下さい。

＊東部地区講習会
7/15（日）9 時受付 八潮市エイトアリーナ

19：00～

草加市剣道連盟
19：00～

稽古会日程

『お休み』
10 月～再開予定です。

松原小学校

草加市松原 4-2-1

川柳文化センター 草加市青柳 6-45-17

048-936-4088

谷塚小学校

草加市谷塚仲町 440

瀬崎コミュニティーセンター 草加市瀬崎 6-6-22 048-924-5300

＊学校開放より＊

＊合宿説明会のお知らせ

7 月 9 日(月) 19：00～学校開放運営委員会

日時：7 月 28（土）
）19 時より

草加小 3 階「図書室」にて

場所：記念体育館 研修室

出席者：小橋さん、加藤さん

参加者は保険証のコピーを持参して、廣政
さんに渡して下さい。

＊暑中稽古のお知らせ

参加費は 7/26（木）までの中央公民館の稽

7 月 8 日(日)～7 月 14 日(土)
一週間、休まず稽古をした子どもには最終

古日に会費袋（小学生）に入れて納入をお願
いします。

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。
＊広報イベント部より＊

新入会員紹介

・全日本少年少女武道（剣道）錬成大会、
全国道場少年剣道大会（中学生の部）

新しく会員が増えました！

壮行会＆暑気払いを行います。

みなさまどうぞよろしくお願いします。

日時 7/15（日）18 時から

齊藤 弓（サイトウ ユミ） 年長

会場 草加駅西口「夕やけ小やけ」
会費 大人：4000 円 子供：2000 円

齊藤 航（サイトウ コウ） 年中

大会・稽古会結果
平成 30 年 6 月 2 日（土）第 6 回埼玉県少年低学年剣道錬成大会
★リーグ敗退★

（先鋒：古澤叡 中堅：岡島征信

大将：市川柊都）

平成 30 年 6 月 2 日（土）第 45 回埼玉県道場少年剣道大会
小学生 ★リーグ敗退★
（先鋒：岡島佳信

次鋒：副島悠矢 中堅：小橋遼介 副将：福田和人 大将：廣政壮汰）

中学生 ★ベスト 16 位★

～7/25（水）第 53 回全国道場少年剣道大会出場！！～

（先鋒：櫻澤子龍 次鋒：細木原拓摩 中堅：志賀慧佑 副将：中島響 大将：山際風葵）
平成 30 年 6 月 3 日（日）第 33 回久喜剣道連盟剣道大会
小学生 ★一回戦敗退★
（先鋒：市川柊都 次鋒：岡島佳信 中堅：小橋遼介 副将：副島悠矢 大将：福田和人）
中学生男子 ★二回戦敗退★
（先鋒：太田千尋 次鋒：市川結都 中堅：細木原拓摩 副将：志賀慧佑 大将：中島響）
一般女子 ★一回戦敗退★
（先鋒：

中堅：野本めぐみ 大将：星川香織）
平成 30 年 6 月 17 日（日）第 63 回知事杯争奪近県剣道大会

小学生の部 ★二回戦敗退★
（先鋒：市川柊都 次鋒：岡島佳信 中堅：小橋遼介 副将：福田和人 大将：廣政壮汰）
中学生女子の部 ★一回戦敗退★
（先鋒：植村幸恵 中堅：岡島理紗 大将：小橋加奈）

おめでとうございます ！
段審査合格者
初段 太田千尋（瀬崎中）

二段 志賀慧佑（瀬崎中）

大会・稽古会予定
第 13 回埼玉県道場小・中学生剣道選手権大会
日時：平成 30 年 6 月 30 日（土）午前 9 時 00 分受付開始 午前 9 時 45 分開会
会場：吉見町民体育館
監督：笠原裕之

審判員：植村寛治

選手：男子小学生 廣政壮汰(6 年）福田和人(6 年)
女子小学生 石津愛(6 年) 金子侑楽(5 年)

＊剣道着にワッペンを装着すること！

男子中学生 櫻澤子龍(1 年) 細木原拓摩(1 年)
女子中学生 岡島理紗(1 年) 植村幸恵(1 年)
第 15 回安田杯争奪少年剣道大会
日時：平成 30 年 7 月 8 日（日）午前 9 時 30 分開会式 午前 8 時 00 分開場
場所：安田学園講堂 東京都墨田区横網 2-2-25 03-3624-2666
監督：笠原裕之
選手：先鋒：岡島佳信 次鋒：副島悠矢 中堅：小橋遼介 副将：福田和人

大将：廣政壮汰

第 13 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 30 年 7 月 15 日（日）午前 9 時 10 分受付開始 午前 10 時 00 分開会
場所：県立武道館 主道場 上尾市日の出 4-1877 048-777-2400
選手：廣政壮汰

＊草加選抜より選出

明治 150 周年記念

平成 30 年度全日本少年少女武道(剣道)錬成大会

日時：平成 30 年 7 月 22 日（日）午前 8 時 40 分入場行進開始 9 時 20 分開会式
会場：日本武道館 東京都千代田区北の丸公園 2-3
監督：田上宏典
選手：先鋒：岡島佳信 次鋒：副島悠矢 中堅：小橋遼介 副将：福田和人

大将：廣政壮汰

補員：市川柊都
第 53 回全国道場少年剣道大会（中学生の部）
日時：平成 30 年 7 月 25 日（水）午前 9 時 00 分開始
場所：日本武道館 東京都千代田区北の丸公園 2-3
監督：笠原裕之
選手：先鋒：櫻澤子龍 次鋒：細木原拓摩 中堅：志賀慧佑 副将：中島響

大将：山際風葵

