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1 月 6 日(日)は稽古はじめでした。稽古終了後には育成会のご協力により、みんなで美味しいお汁粉
をいただきました。ありがとうございました。
夕方より、
『食為天』にて新年会を行いました。本年も目標に向かってがんばりましょう。
（総務より）

総務より

２月の稽古予定

・形稽古 2/16(土)18：00～中央公民館。
・選抜稽古は 2/2(土)9：00～草加市市民体育館

日/曜

場所
草加市市民体育館

2(土)

（選抜稽古）
草加中学校剣道場

3(日)

草加市市民体育館
（スポーツ少年団剣道大会）

時間

いように！！
9：00～
18：30～
9：00 開場

草加小学校

19：00～

7(木)

草加中学校剣道場

19：00～

9(土)

理事会（対象者のみ）
記念体育館剣道場

10(日)

草加小学校
（演武稽古）対象者のみ

・演武稽古（対象者のみ）
2/10・17（日）12：00～ 草加小学校体育館
・草加中央剣友会理事会

5(火)

記念体育館研修室

＊いつもと稽古場所が異なりますので、間違えな

13：00～
18：30～

2/9（土）13：00～17：00

記念体育館研修室

＊育成会より＊
2 月 3 日（日）第 73 回草加市スポーツ少年団剣道
交流大会にて係員担当の保護者はご協力の程よろ
しくお願いいたします。
・午前 9 時 40 分 第二試合場にて申し送りを行い
ます。

12：00～

・当日、審判・係員はお弁当を支給されます。

12(火)

草加小学校

19：00～

14(木)

中央公民館

19：00～

大会へ向けて係員の事前勉強会を行います。

16(土)

中央公民館(形稽古）

18：00～

不安な方は参加してください。

17(日)

草加小学校
（演武稽古）対象者のみ

12：00～

草加市剣道連盟 稽古会日程

19(火)

草加小学校

19：00～

21(木)

草加中学校剣道場

19：00～

23(土)

草加中学校剣道場

18：30～

24(日)

記念体育館サブ
（下期級審査会）

・2 月 14 日（木）午後 7 時～ 中央公民館にて

9：00 受付

26(火)

草加小学校

19：00～

28(木)

草加中学校剣道場

19：00～

毎週金曜日 19 時～草加中学校アリーナ東側
（２階）
形の稽古会
2 月 2 日(土)12：30～14：40
草加中学校剣道場
各自にて竹刀を点検の上ご参加ください。

・下期級審査会（無級～1 級）
日時：平成 31 年 2 月 24 日(日) 9 時受付 9 時 30 分開始
会場：草加市スポーツ健康都市記念体育館 サブアリーナ
340-022 草加市瀬崎 6-31-1

048-922-1151

＊審査前日は竹刀点検、防具、道着、手ぬぐい、木刀等の準備を済ませて、早めに就寝す
るように心掛けて下さい。
（審査当日は、時間に遅れないようにして下さい。
）

＊寒稽古がんばり賞＊
1 月 13 日(日)～1 月 19 日(土)
廣政壮汰 石津愛 小橋遼介 岡島佳信 我妻寛治 市川柊都 竹内颯
古澤緯 小林紫月 岡島征信 我妻恵治 田平晃希 野口琉 佐藤優河
以上１4 名が寒稽古期間中、休まず稽古に参加しました。
先生方お疲れ様でした。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

大会・稽古会結果

平成 30 年 12 月 22 日（土）第 18 回彩の国清虔杯剣道大会
★リーグ敗退★基本の部
（先鋒：岡島征信 中堅：古澤叡 大将：仲泊兼杜

元立ち：小橋遼介）

★リーグ敗退★小学生の部
（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）
★リーグ敗退★中学生男子の部
（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）
★敢闘賞★中学生女子の部
（先鋒：植村幸恵 中堅：岡島理紗 大将：小橋加奈）

大会・稽古会予定

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 9 時開場 9 時 15 分受付開始 午前 10 時開会式
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、古澤叡、岡島征信
小学生 3 年男女、古澤緯、仲泊兼杜、大谷武蔵
小学生 4 年男女、市川柊都、竹内颯
小学生 5 年男子、小橋遼介、岡島佳信、飯塚涼太朗、我妻寛治
小学生 6 年男子、廣政壮汰、副島悠矢、福田和人、野口柊大
小学生高学年女子、金子侑楽、石津愛、御前奈穂子
中学生 1 年男子、細木原拓摩、石塚響、櫻澤子龍、市川結都、増家優響
中学生 2 年男子、中島響、太田千尋、石津涼太、本多雅弘
中学生女子、岡島理紗、植村幸恵、小橋加奈、竹内碧彩
団体戦（1 チーム 3 人制）

監督：笠原裕之

小学生の部（4 年生以上）
A チーム 先鋒：小橋遼介

中堅：福田和人 大将：廣政壮汰

B チーム 先鋒：岡島佳信

中堅：野口柊大 大将：副島悠矢

C チーム 先鋒：飯塚涼太朗 中堅：金子侑楽 大将：石津愛
中学生の部
A チーム 先鋒：太田千尋

中堅：本多雅弘 大将：中島響

B チーム 先鋒：櫻澤子龍

中堅：石津涼太 大将：細木原拓摩

C チーム 先鋒：植村幸恵

中堅：小橋加奈 大将：岡島理紗

審判員（担当試合場）
：
小橋賢(1)、植村寛治(2)、岡島信保(3)、星川香織(1)、田上宏典(2)、中田一夫(3)
係員（第二試合場）
：
小橋利律子、岡島香、飯塚由佳里、我妻宏美、金子幸美、竹内舞 午前 9 時 40 分申し送り

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：草加市市民体育館
340-0013 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

