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今年も剣友会の皆様には、会の運営にご協力して頂きありがとうございました。
来年の稽古始めに皆様とお会いできることを楽しみにしております。
良いお年をお迎えください。
（総務より）

総務より

１月の稽古予定

・越年稽古
毎年草加小学校の体育館を借用して行っており

日/曜
5(土)

場所
記念体育館剣道場
（選抜稽古）
記念体育館剣道場

6(日)

（稽古始め）
食為天
(草加中央剣友会新年会)

時間

ましたが、12 月 28 日～1 月 3 日まで
草加小学校の使用禁止の為、『中止』となりまし

9：00～

た。
・形稽古 1/12(土)18：00～中央公民館

9：00～

18：00～

・選抜稽古は 1/5(土)9：00～記念体育館剣道場
・東部地区講習会
1 月 20 日(日)9：00 受付 9：30～16：00

８(火)

草加小学校

19：00～

10(木)

中央公民館

19：00～

12(土)

中央公民館(形稽古)

18：00～

13(日)

記念体育館剣道場

9：00～

14(月)

記念体育館剣道場

13：00～

15(火)

草加小学校

19：00～

16(水)

草加中学校剣道場アリーナ東

19：00～

17(木)

中央公民館

19：00～

18(金)

草加中学校剣道場アリーナ東

19：00～

19(土)

草加中学校剣道場

19：00～

日時：平成 31 年 2 月 24 日(日) 9：00 受付

20(日)

草加小学校（自由稽古）

12：00～

会場：草加市スポーツ健康都市記念体育館

22(火)

草加小学校

19：00～

サブアリーナ

24(木)

草加中学校剣道場

19：00～

340-022 草加市瀬崎 6-31-1

26(土)

草加中学校剣道場

18：30～

27(日)

草加小学校

12：00～

29(火)

草加小学校

19：00～

31(木)

中央公民館

19：00～

場所：アステル幸手 幸手市民文化体育館
持参：受講料（５００円）
・剣道手帳
木刀（大、小）
・審判旗
・寒稽古 1 月 13 日(日)～1 月 19 日(土)
最も寒い時期の稽古となりますので、体調を整え
て稽古に励みましょう。
ご家庭でもお子様の体調管理をお願い致します。
・下期級審査会

草加市剣道連盟

048-922-1151

稽古会日程

金曜日 19 時～草加中学校剣道場
1/11 1/18 1/25
各自にて竹刀を点検の上ご参加ください。

新入会員紹介

おめでとうございます！
新しく会員が増えました！

段審査合格者

みなさまどうぞよろしくお願いします。
7 段 植村寛治
4 段 加藤信広 荒川玄暉

＊広報イベント部より＊

木下

蒼汰（キノシタソウタ）高砂小 1 年生

＊育成会より＊

・新年会

・12 月 8 日（土）『お楽しみ会＆紅白戦』

1 月 6 日（日）午後 6 時より

育成会の皆様のご協力により楽しいゲームやみん

中華料理『食為天』草加駅東口

なでおいしい軽食をいただきました。

０４８－９２９－０６８８

ありがとうございました。

草加市高砂１丁目５－１７

・1 月 6 日（日）9：00～

会費： 大 人 4000 円

剣道場）稽古後、研修室にておしるこ（白玉）を

子ども 2000 円

稽古初め（記念体育館

食べる予定です。育成会の皆さまは準備のご協力
をお願いいたします。

大会・稽古会結果

平成 30 年 12 月 2 日（日）戸塚剣道大会
4 年生以下の部
★4 位★（先鋒：仲泊兼杜

中堅：古澤緯 大将：市川柊都）

小学生の部
★2 位★（先鋒：小橋遼介

次鋒：副島悠矢 中堅：岡島佳信 副将：福田和人 大将：廣政壮汰）

平成 30 年 12 月 9 日（日）毎日レディース剣道大会
すみれの部（ジュニア）
★1 回戦敗退★（先鋒：金子侑楽 中堅：石津愛 大将：岡島理紗）

大会・稽古会予定

第 18 回彩の国清虔杯剣道大会
日時：平成 30 年 12 月 22 日（土）午前 8 時 30 分開場 午前 8 時 40 分団体・審判受付開始
午前 9 時 30 分開会 午後 3 時 30 分閉会式
会場：越谷市総合体育館 第一体育室（メインアリーナ）
越谷市増林 2 丁目 33

048（964）4321

選手：基本の部（監督 岡島信保）
先鋒：岡島征信 中堅：古澤叡 大将：仲泊兼杜 元立ち：小橋遼介
小学生の部（監督 笠原裕之）
先鋒：小橋遼介 次鋒：市川柊都 中堅：岡島佳信

副将：福田和人 大将：廣政壮汰

中学生男子の部（監督 笠原裕之）
先鋒：櫻澤子龍 次鋒：太田千尋 中堅：細木原拓摩 副将：本多雅弘

大将：中島響

中学生女子の部（監督 岡島信保）
先鋒：植村幸恵 中堅：岡島理紗 大将：小橋加奈
審判：植村寛治、星川香織、田上宏典 午前 8 時 50 分審判会議（1 階会議室）
係員（6 名）
：廣政幸子、小橋利律子、岡島香、市川沙知子、仲泊雅子、古澤彩

第 73 回草加市スポーツ少年団剣道交流大会
日時：平成 31 年 2 月 3 日（日）午前 10 時開会
会場：草加市市民体育館（草加市松江 1-1-8 048-936-6239）
試合種目：個人戦 小学生 1,2 年男女、小学生 3 年男女、小学生 4 年男女、
小学生 5 年男子、小学生 6 年男子、小学生高学年女子
中学生 1 年男子、中学生 2 年男子、中学生 3 年男子、中学生女子
高校・一般（21 歳迄）男子、高校・一般（21 歳迄）女子
団体戦（1 チーム 3 人制） 小学生の部（4 年生以上）
中学生の部、高校・一般（21 歳迄）の部
審判員（6 名）
：小橋賢、植村寛治、岡島信保、星川香織、田上宏典、中田一夫
係員（6 名）
：小橋利律子、岡島香、飯塚由佳里、我妻宏美、金子幸美、竹内舞

第 44 回草加中央剣友会少年剣道大会
日時：平成 31 年 3 月 17 日（日）
会場：草加市民体育館
草加市市民体育館（草加市松江 1-1-8 048-936-6239）
試合種目：午前の部 団体戦
午後の部 個人戦、紅白戦

