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今月の稽古予定
⽇/曜

場所

時間

7/2

火

草加小学校

19:00〜

4

木

草加中学校剣道場

19:00〜

5

⾦

草加中学校剣道場（剣連主催）

19:00〜

6

土

7

⽇

8

選抜稽古（記念体育館剣道場）
記念体育館剣道場

9:00〜
18:30〜

第16回安⽥杯争奪少年剣道⼤会
（安⽥学園講堂）
<暑中稽古>

記念体育館剣道場

月

<暑中稽古>

草加小学校

9

火

<暑中稽古>草加小学校

19:00〜

10

水

<暑中稽古>中央公⺠館

19:00〜

11

木

<暑中稽古>中央公⺠館

19:00〜

<暑中稽古>草加中アリーナ⻄

19:00〜

草加中学校剣道場（剣連主催）

19:00〜

<暑中稽古>

18:30〜

12

⾦

13

土

中央公⺠館
上期級審査会／受付 9:00〜

（市⺠体育館）

14

⽇

連盟合同稽古会／集合 13:00
（市⺠体育館）

全⽇本剣道壮⾏会＆暑気払い
（CONA

草加店）

NEWS

9:00〜
19:00〜

9:30〜
13:30〜
18:00〜

⽇/曜

場所

時間

19:00〜

15

祝

16

火

全⽇本都道府県対抗少年剣道
優勝⼤会予選（県⽴武道館）
草加小学校

18

木

中央公⺠館

19:00〜

19

⾦

草加中学校剣道場（剣連主催）

19:00〜

20

土

15:00〜

21

⽇

23

火

記念体育館剣道場
令和元年度全⽇本少年少⼥武
道(剣道)錬成⼤会（⽇本武道館）
草加小学校

19:00〜

25

木

草加中学校剣道場

19:00〜

26

⾦

草加中学校剣道場（剣連主催）

19:00〜

27

土

中央公⺠館

18:30〜

合宿説明会②（中公-第一会議室）

19:00〜

30

火

草加小学校

19:00〜

※ 全⽇本剣道壮⾏会＆暑気払い
＊7/14(⽇) 18:00〜20:30
PIZZA&TAPAS CONA 草加店
048-954-8457
草加市氷川町2128-1 OKAビル２F

総務より

＼平成30年度剣道少年団活動優秀賞受賞／
剣道少年団指導顧問
笠原裕之
剣道少年団団員
細木原拓摩
廣政壮汰

＊形稽古（対象者のみ）は
7/13（土）17:00〜18:30 中央公⺠館
現級5級以上の受審者は剣友会の『木刀』を
持ち帰りましょう。
＊選抜稽古は
7/6（土）9︓00〜記念体育館剣道場

草加市剣道連盟

稽古日程

＊⾦曜⽇ 19:00〜草加中学校剣道場
7/5

7/12

7/19

7/26

各自にて竹刀を点検の上ご参加ください。

＊暑中稽古のお知らせ
7月7⽇（⽇）〜7月13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。

＊平成31年度上期級審査会の実施について
⽇ 時︓令和元年7月14⽇(⽇)
9:00受付 9:30開始

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

場 所︓草加市⺠体育館

※当⽇のキャンセルは⼤⼈3000円頂戴します。

持ち物︓水筒、道⾐、袴、⼿拭い(白地)、防具、

（飲み放題1000円を差し引いた額）

竹刀、木刀(現級5級以上の受審者)、
登録料2000円(1級合格者のみ)
〜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)

＊合宿説明会のお知らせ
⽇時︓7/27（土）19:00〜
場所︓中央公⺠館 第1会議室
※参加費・保険証コピーは7/27(土)〜8/10(土)
中央公⺠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。

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
④1〜3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
＊連盟合同稽古会
7/14(⽇)13:00集合 13:30開始
草加市市⺠体育館
上期級審査員及び係員の先生方には連盟より軽
食を用意しております。多くの先生方の参加を
お待ちしております。
＊初段〜三段審査会合格者
初段…松川明央(草加中)、櫻澤子龍(草加中)

大会結果・稽古会報告
＊第7回埼⽟県少年低学年剣道錬成⼤会
令和元年6月1⽇(土)
＜リーグ敗退＞
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:--＊第46回埼⽟県道場少年剣道⼤会
令和元年6月1⽇(土)
■小学生 ＜リーグ敗退＞
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 ＜リーグ敗退＞
先鋒:太⽥千尋 次鋒:植村幸恵 中堅:細木原拓摩
副将:本⽥雅弘 ⼤将:中島響

学校開放より
＊7月8⽇(月) 19:00〜学校開放運営委員会
草加小3階「図書室」にて
出席者:根本さん、加藤さん

広報イベント部より
＊全⽇本少年少⼥武道（剣道）錬成⼤会壮⾏会

＊第35回久喜剣道連盟剣道⼤会
令和元年6月2⽇(⽇)

＆暑気払い

■小学生 ＜一回戦敗退＞

・⽇時 7/14（⽇）18:00〜

先鋒:古澤叡 次鋒:岡島征信 中堅:市川柊都

・会場 草加駅⻄⼝徒歩3分

副将:岡島佳信 ⼤将:小橋遼介

「PIZZA&TAPAS CONA 草加店」

■中学生男子 ＜一回戦敗退＞

草加市氷川町2128-1 OKAビル2F

先鋒:福⽥和⼈ 次鋒:市川結都 中堅:櫻澤子龍

048-954-8457

副将:細木原拓摩 ⼤将:太⽥千尋

■中学生⼥子の部 ＜二回戦敗退＞
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

会場︓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 ／ 審判員:丸山義⼈
選⼿︓先鋒:市川柊都 次鋒:小橋遼介 中堅:⾦子侑楽
副将:飯塚涼太朗 ⼤将:岡島佳信
＊第14回全⽇本都道府県対抗少年剣道優勝⼤会予選会
⽇時︓令和元年7月15⽇(月)
9:10受付 10:00開会
会場︓県⽴武道館 主道場
上尾市⽇の出4-1877 048-777-2400
選⼿︓小橋遼介・岡島佳信

※草加選抜より選出

＊令和元年度全⽇本少年少⼥武道(剣道)錬成⼤会
⽇時︓令和元年7月21⽇(⽇)
＊令和元年度学校総合体育⼤会草加市予選会
剣道の部 個⼈戦
令和元年6月5⽇(水)
＜3位＞ 中島響（川柳中）県⼤会出場
＊第64回知事杯争奪近県剣道⼤会
令和元年6月16(⽇)
■小学生の部 ＜一回戦敗退＞
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
■中学生⼥子の部 ＜二回戦敗退＞
先鋒:岡島理紗 中堅:小橋加奈 ⼤将:植村幸恵

大会・稽古会予定
＊第14回埼⽟県道場小・中学生剣道選⼿権⼤会
⽇時︓令和元年6月29⽇(土)
9:00受付 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
監督︓笠原裕之
選⼿︓
■男子小学生の部 小橋遼介 岡島佳信
■⼥子小学生の部 ⾦子侑楽
■男子中学生の部 細木原拓摩 廣政壮汰
■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︕
＊第16回安⽥杯争奪少年剣道⼤会
⽇時︓令和元年7月７⽇(⽇)
8:00開場 9:30開会式

7:20受付 8:40入場⾏進開始 9:20開会
場所︓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:市川柊都 次鋒:小橋遼介 中堅:⾦子侑楽
副将:飯塚涼太朗 ⼤将:岡島佳信 補員:我妻寛治
〜みんなで一緒に応援しましょう︕︕〜
※来年度(令和2年)の錬成⼤会は、2020年オリンピック・
パラリンピック東京⼤会の開催に伴い、中止となってお
ります。

