
草 加 中 央 剣 友 会
発 ⾏ ⼈ 笠 原 裕 之
事 務 局 ・ 育 成 会 発 ⾏

https://www.soukacyuoukenyukai.com/

＊⾦曜⽇ 19:00〜草加中学校剣道場
6/7 6/14 6/28
各自にて竹刀を点検の上ご参加ください。

⽇/曜 場所 時間

6/1 土

県⼩学⽣低学年剣道錬成⼤会
県道場少年剣道⼤会
（⼾⽥市スポーツセンター）

草加中学校剣道場 18:30〜

2 ⽇ 久喜剣道連盟剣道⼤会
（久喜総合体育館）

4 火 草加⼩学校 19:00〜

6 木 中央公⺠館 19:00〜

7 ⾦ 草加中学校剣道場（剣連主催） 19:00〜

8 土 中央公⺠館 18:30〜

11 火 草加⼩学校 19:00〜

13 木 草加中学校剣道場 19:00〜

14 ⾦ 草加中学校剣道場（剣連主催） 19:00〜

15 土 中央公⺠館 18:30〜

⽇/曜 場所 時間

16 ⽇
知事杯争奪近県剣道⼤会
（⼤利根⽂化体育館）
連盟合同稽古会（担当︓⾕塚）
（記念体育館剣道場）

13:00〜

18 火 草加⼩学校 19:00〜

20 木 草加中学校剣道場 19:00〜

22 土
中央公⺠館（形稽古） 18:00〜

合宿説明会①（中公 第1会議室） 18:00〜

25 火 草加⼩学校 19:00〜

27 木 中央公⺠館 19:00〜

28 ⾦ 草加中学校剣道場（剣連主催） 19:00〜

29 土
県道場⼩中学⽣剣道選手⼤会
（吉⾒町⺠体育館）

中央公⺠館 18:30〜

30 ⽇ 草加⼩学校（自由稽古） 12:00〜

＊第2回連盟常任理事会
6/2（⽇）17:00〜19:00
中央公⺠館第1会議室

＊連盟合同稽古会（担当︓⾕塚）
6/16（⽇）13:00 〜17:00 記念体育館剣道場
多くの先⽣方の参加をお待ちしております。

＊上期級審査会
7/14（⽇）9:00〜17:00 草加市⺠体育館
※6/18（木）〆切

＊東部地区講習会
7/14（⽇）9:00受付 9:30〜16:00
場所︓庄和体育館

春⽇部市⾦崎616／048-746-6111
持参︓受講料（500円）、剣道手帳、

木刀（⼤、⼩）、審判旗
※6/2（⽇）〆切

＼ おめでとうございます ／

六段審査合格 ⽥上宏典先⽣

＊形稽古は6/22（土）18:00〜中央公⺠館

＊選抜稽古はありません。
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＊第7回埼⽟県少年低学年剣道錬成⼤会
⽇時︓令和元年6月1⽇（土）

9:10受付開始 9:40開会
会場︓⼾⽥市スポーツセンター

⼾⽥市新曽1286番地 048-443-3523
監督︓⽥上宏典 ／ 審判員︓星川⾹織
選手︓先鋒︓⽥平晃希 次鋒︓岡島征信

中堅︓古澤叡 副将︓仲泊兼杜
⼤将︓古澤緯

＊第46回埼⽟県道場少年剣道⼤会
⽇時︓令和元年6月1⽇（土）

9:10受付開始 9:40開会
会場︓⼾⽥市スポーツセンター

⼾⽥市新曽1286番地 048-443-3523
選手︓■⼩学⽣（監督 ⽥上宏典）

先鋒︓市川柊都 次鋒︓飯塚涼太朗
中堅︓⾦⼦侑楽 副将︓⼩橋遼介
⼤将︓岡島佳信
■中学⽣（監督 笠原裕之）
先鋒︓太⽥千尋 次鋒︓植村幸恵
中堅︓細木原拓摩 副将︓本多雅弘
⼤将︓中島 響

※剣道着にワッペンを装着すること︕

＊4/20（土） こども育成会総会にて新役員が
承認されました。

会⻑ 岡島⾹
副会⻑ ⼩橋利津⼦
会計 市川沙知⼦
理事 飯塚由佳⾥
理事 ⾦⼦幸美
理事 竹内舞
理事 仲泊雅⼦
会計監査 我妻宏美
学校開放 根本マミ

⼀年間、どうぞよろしくお願いします。

＊合宿説明会のお知らせ
⽇時︓6/22（土）18:00〜
場所︓中央公⺠館 第1会議室

＊全⽇本少年少⼥武道（剣道）錬成⼤会壮⾏会
＆暑気払いを⾏います。
・⽇時 7/14（⽇）18:00〜
・会場 草加駅⻄⼝徒歩3分

「PIZZA&TAPAS CONA 草加店」
草加市氷川町2128-1 OKAビル2F
048-954-8457

・会費 ⼤⼈︓4000円
⼦供（⼩学⽣〜中学⽣）︓2000円
未就学児︓無料

※6/22（土）〆切
※当⽇のキャンセルは⼤⼈3000円頂戴します。
（飲み放題1000円を差し引いた額）

＊第5回東部地区対抗剣道⼤会
令和元年5月19⽇（⽇）
＜リーグ敗退＞

加藤信広 髙橋⼤輔 五⼗嵐玲⾳ ⽥伏優治
星川⾹織 野本めぐみ ⼩橋賢 坂⽥政司

※上記の⼤会選手は、草加支部の代表として
出場して頂きました。お疲れ様でした。
応援、ありがとうございました。

＊5/20（月）学校開放運営委員会が⾏われまし
た。今年度は根本さん、加藤さんが担当します。
⼀年間よろしくお願いします。
次回は、7/8（月）19:00〜
草加⼩2階「なかよしルーム」にて⾏われます。

学校開放より 大会結果・稽古会報告

育成会より

広報イベント部より

大会・稽古会予定



＊第35回久喜剣道連盟剣道⼤会
⽇時︓令和元年6月2⽇（⽇）

9:15受付開始 9:40開会
会場︓久喜総合体育館

久喜市江面1616 048-21-3611
選手︓■⼩学⽣（監督 丸山義⼈）

先鋒︓古澤叡 次鋒︓岡島征信
中堅︓市川柊都 副将︓岡島佳信
⼤将︓⼩橋遼介
■中学⽣男⼦（監督 笠原裕之）
先鋒︓福⽥和⼈ 次鋒︓市川結都
中堅︓櫻澤⼦龍 副将︓細木原拓摩
⼤将︓太⽥千尋
■中学⽣⼥⼦（監督 笠原裕之）
先鋒︓⽯津愛 次鋒︓―
中堅︓岡島理紗 副将︓⼩橋加奈
⼤将︓植村幸恵

専任審判員︓岡島信保、星川⾹織

＊第64回知事杯争奪近県剣道⼤会
⽇時︓令和元年6月16⽇（⽇）

8:00受付開始 8:30開会
会場︓加須市⽴⼤利根⽂化体育館
選手︓■⼩学⽣（監督 丸山義⼈）

先鋒︓古澤叡 次鋒︓古澤緯
中堅︓市川柊都 副将︓岡島佳信
⼤将︓⼩橋遼介
■中学⽣⼥⼦（監督 笠原裕之）
先鋒︓岡島理紗 中堅︓⼩橋加奈
⼤将︓植村幸恵

＊第14回埼⽟県道場⼩・中学⽣剣道選手⼤会
⽇時︓令和元年6月29⽇（土）

9:00受付開始 9:45開会
会場︓吉⾒町⺠体育館

吉⾒町⼤字中新井493-1 0493-54-5625
選手︓■男⼦⼩学⽣の部 ⼩橋遼介 岡島佳信

■男⼦中学⽣の部 細木原拓摩 廣政壮汰
■⼥⼦⼩学⽣の部 ⾦⼦侑楽
■⼥⼦中学⽣の部 植村幸恵 岡島理紗

※剣道着にワッペンを装着すること︕


