
平成29年 7月5日

会員各位

大田区剣道連盟

会長　　中村　槐二

理事長　　島村　照男

【５・６月の主な行事結果報告（敬称・略）】

☆剣道錬士称号合格者（２名）

合格者名 所属団体 合格者名 所属団体

浦松　雅史 O・東競 村川　恭彦 K・仲六剣

☆七段合格者（京都：３名）4月30日（日）

合格者名 所属団体 合格者名 所属団体 合格者名 所属団体

大塚　学 Ｉ・キャノン 照井　孝夫 Ｋ・ＪＡＬ 川上　薫生 Ｋ・内田剣

☆七段合格者（愛知：２名）5月13日（土）

合格者名 所属団体 合格者名 所属団体

中西　俊也 Ｉ・蓮少剣 新倉　準一 Ｄ・洗足ｾﾝﾀｰ

☆六段合格者（京都：１名）4月29日（土・祝） ☆六段合格者（名古屋：１名）5月14日（日）

合格者名 所属団体 合格者名 所属団体

青盛　昭雄 O・東競 川上 由紀子 Ｉ・矢口剣志会

☆第70回都民体育大会「準優勝」（5月14日（日）　東京武道館）☆

監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

荻津　太 岩橋　涼太 川名　絵弓 山城　暁 坂田　和也 五十嵐 清裕

☆東京都女子剣道年齢別親善大会（5月27日（土）　東京武道館）☆

20歳以上29歳以下の部：準優勝　　川名　絵弓（五段）

40歳以上49歳以下の部：第三位　　中村　はぎ乃（六段）

☆大田区剣道連盟定例役員会（5月14日（日）　雪谷中学校・食堂）☆

○平成28年度事業報告、決算報告、監査報告⇒提案どおり承認

○平成29年度事業計画（案）事業予算（案）⇒提案どおり承認

☆剣道三段以下審査会（5月21日（日）　大田区立出雲中学校）

段位 女子 男子
形再

受審
合計 欠席

受審者

合計数
実技不合格

剣道形

不合格
合格者総数 合格率

初段 26 39 0 65 1 64 0 0 64 100%

二段 12 22 0 34 0 34 3 0 31 91%

三段 4 9 0 13 0 13 0 0 13 100%

合計 42 70 0 112 1 111 3 0 108 97%

○剣連に「参与」を新設し、「参与」「相談役」「顧問」の役割を明確化

　その上で、中村会長以下、平成29・30年度の各役員を提案どおり承認
○その他、平成29年度から以下の事業等について追加・強化することを確認

　①「日本剣道形」を事業運営に追加するとともに、「各種強化稽古会」を設定し、特別訓練を実施

　②剣連ホームページのリニューアルを今年度中に実施
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☆第70回大田区（春季）スポーツ大会（剣道）（6月25日（日）　大田区総合体育館）☆

優 　勝 飯塚　奨 東競武道館 優 　勝 遠藤　輝 矢口剣志会

準優勝 天内　義護 東競武道館 準優勝 麻木　優佑 小池自治会剣道部

第3位 廣田　晃大 東競武道館 優 　勝 眞島　珠生 鵜の木剣友会

第3位 逆井　晴人 菅沼剣友会 準優勝 松嶋　美月 相生剣友会

敢闘賞 白石　輝 東競武道館 第3位 日景　琴音 矢口剣志会

敢闘賞 宮坂　凛 東競武道館 第3位 伊藤　日菜 志茂田剣道愛好会

敢闘賞 武信　はれあ 菅沼剣友会 優 　勝 藤平　佑樹 日本体育大学荏原高等学校

敢闘賞 堀内　壮眞 南蒲剣友会 準優勝 奥田　優貴 日本体育大学荏原高等学校

優 　勝 時任　心 矢口剣志会 第3位 中武　寛 インドアヒズ

準優勝 伊東　愛結 東競武道館 第3位 梶田　久愛 日本体育大学荏原高等学校

第3位 渡辺　鳳真 矢口剣志会 優 　勝 宮嶋　礼武 日本体育大学荏原高等学校

第3位 草壁　波奈 矢口剣志会 準優勝 清水　翔 昭和大学剣道部

敢闘賞 出納　光琉 南六郷少年剣道部 第3位 神崎　敬太 日本体育大学荏原高等学校

敢闘賞 奥野　優名 東競武道館 第3位 菊池　繁仁 昭和大学剣道部

敢闘賞 平野　愛真 田園調布警察署少年剣道部 優 　勝 川名　絵弓 小池自治会剣道部

敢闘賞 田中　琥珀 東競武道館 準優勝 三森　望美 羽田少年剣道クラブ

優 　勝 松元　雄希 東競武道館 第3位 田村　祥子 仲六少年剣友会

準優勝 前田　将鷹 矢口剣志会 第3位 佐野　京子 南蒲剣友会

第3位 鈴木　慶韻 馬込剣友会 優 　勝 山城　暁 修剣会

第3位 神奈川　典久 仲六少年剣友会 準優勝 岩橋　涼太 修剣会

優 　勝 山田　実典 馬込青少対剣道部 第3位 稲垣　正己 キヤノン剣道部

準優勝 渡部　湧斗 蒲田警察署少年剣道 第3位 玉利　通宏 修剣会

第3位 池田　圭吾 蒲田警察署少年剣道

第3位 河原　柊太 蒲田警察署少年剣道

【７月稽古会予定一覧表】

日 2 9 16 23 30 10時～11時 雪谷中学校

祝・月 17 10時～11時 雪谷中学校

日本剣道形強化稽古会 日 2 9時10分～9時55分 雪谷中学校

剣道基本強化稽古会 日 23 9時10分～9時55分 雪谷中学校

月例稽古会 火 18 19時～20時 東競武道館

女性剣道あすなろの会 日 2 13時30分～ ニチレイ研修センター

【８月稽古会予定一覧表】

日 6 13 20 27 10時～11時 雪谷中学校

祝・金 11 10時～11時 雪谷中学校

日本剣道形強化稽古会 祝・金 11 9時10分～9時55分 雪谷中学校

剣道基本強化稽古会 日 13 9時10分～9時55分 雪谷中学校

月例稽古会 火 22 19時～20時 東競武道館

女性剣道あすなろの会 日 20 13時30分～ ニチレイ研修センター
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【７月～１０月までの主な行事予定】

行事 日時 場所 締め切り

城南ブロック講習会 ８月１９日（土） 大森スポーツセンタ 7月21日

剣道七段審査会　 ８月１９日（土） 長野県

剣道六段審査会 ８月２０日（日） 長野県

剣道七段審査会 ８月２６日（土） 福岡県

剣道六段審査会 ８月２７日（日） 福岡県

ジュニア強化練習 ８月２７日（日） 区立出雲中学校 未定

指導者講習会 ８月２７日（日）午後から 区立出雲中学校 未定

一級受審者講習会
８月１１日（祝・金）

８月２０日（日）
区立雪谷中学校

登録審査要員等研修会
８月１３日（日）

８月２０日（日）
東京武道館 未定

一級審査会 ９月３日（日） 区立出雲中学校 未定

城南四区親善剣道大会 １０月１日（日） 品川区・日野学園

段別試合 １０月８日（日） 区立出雲中学校 未定

締切済


