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新年のご挨拶

【１１月、１２月の主な行事結果報告（敬称・略）】
☆第65回全日本剣道選手権大会【11月3日（祝・金）・日本武道館】☆

※詳細な報告は、連盟ホームページをご覧ください。

☆剣道三段以下審査会【11月5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 18 25 0 43 2

二段 9 17 0 26 3

三段 4 10 0 14 1

合計 31 52 0 83 6

☆平成29年度全国青年剣道大会（女子の部・団体戦）「準優勝」

【11月11日（土）・東京武道館】☆

監督 先鋒 中堅 大将 補欠

鎌田　幹雄 田村　祥子 佐野　京子 川名　絵弓 渡邉　麻子

※詳細な報告は、連盟ホームページをご覧ください。

　明けましておめでとうございます。

　東京オリンピックを２年後にひかえ、各競技団体では若手選手の活躍が目立ってきております。私たち大田区

剣道連盟でも若年層の選手が東京都レベル以上の大会で、目覚まし活躍を果たしております。

　特に、昨年１１月３日に日本武道館で開催された第６５回全日本選手権大会の公開演武で、大田区の

小・中学生が「木刀による剣道基本技稽古法」を披露し、来場の皆さんから盛大な拍手が送られました。

　また、当連盟師範の豊村東盛先生が、第６３回全日本東西対抗剣道大会に東軍大将として出場され、激戦

の大将戦を制して、見事東軍を勝利に導いたことも当連盟の誇りであります。

　一方、昨年は西岡寛治名誉会長がご逝去されるという、非常に悲しい報せが届きました。西岡先生は永年、理

事長、会長の重責を担っていただくとともに、当連盟を牽引していただき、連盟の発展に大きく貢献していただきま

した。明るく、正しく、そして厳しくの教えを受け継いでいくことをお誓いし、会員一同力を合わせ大田区剣道連盟

発展に尽力していく所存です。

　最後に、今年も皆様方のご支援、ご協力で会員の皆さんが幸せにかつ、健康で過ごされることを祈念いたしま

す。
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　本年3月に行われた「第12回東京都少年剣道大会」にて優勝した選手と連盟を代表する

小学生・中学生24名が「木刀による剣道基本技稽古法」を三森望美剣道五段の指導により

演武しました。
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☆平成29年度全国青年剣道大会（女子の部・個人戦）

【11月12日（日）・東京武道館】☆

第三位：田村　祥子（仲六少年剣友会）

敢闘賞（ベスト８）：佐野　京子（南蒲剣友会）

☆剣道四段・五段審査会合格者 ・11月18日（日）東京武道館☆

段位 合格者名 所属団体 合格者名 所属団体 合格者名 所属団体

清水　貴茂 Ｋ・日航 佐野　京子 Ｋ・南蒲剣 滑川　隆 Ｋ・南蒲剣

上野　公寛 Ｉ・矢口剣 塚口　成孝 Ｉ・矢口剣 久野　真 Ｉ・矢口剣

佐藤　隆司 Ｉ・矢口剣

小山　修雅 Ｋ・志茂田 落　智博 Ｏ・東邦医大 木谷　俊也 Ｄ・馬青剣

石井　良介 Ｋ・東糀谷 兵藤　アキ Ｉ・矢口剣

☆剣道錬士称号合格者（１名） ☆剣道教士称号合格者（１名）

合格者名 所属団体 合格者名 所属団体

醍醐　和絵 Ｉ・キヤノン 保坂　誠 Ｄ・馬青剣

☆七段合格者（愛知：１名）11月18日（土）

合格者名 所属団体

打越　幸人 Ｏ・東競

☆六段合格者（東京：３名）11月25日（土）

合格者名 所属団体 合格者名 所属団体 合格者名 所属団体

瀬戸　貴公 Ｉ・キヤノン 長縄　香 Ｉ・池少剣 伊東　行男 Ｋ・北青剣

☆七段合格者（東京：１名）11月27日（月）、28日（火）

受審日 合格者名 所属団体 受審日 合格者名 所属団体

11月27日 松本　節夫 Ｏ・東競 11月28日 奥津誠次郎 Ｋ・南蒲剣

☆第７０回大田区秋季剣道大会【11月26日（日）・大森スポーツセンター】☆

区分 優勝 準優勝 第三位 第三位

小学生３・４年の部 東競武道館Ａ 東競武道館Ｂ 菅沼剣友会 小池自治会剣道部Ｂ

小学生５・６年の部 矢口剣志会Ａ 矢口剣志会Ｂ 池上警察署少年剣道部 新宿剣道教室

中学生男子の部 東競武道館Ａ 矢口剣志会 貝塚中学校Ｂ 安方中学校Ａ

中学生女子の部 東競武道館 蒲田中学校Ａ 安方中学校Ｂ 蓮沼少年剣道部

一般女子の部 東競武道館 立正大付属立正高校 大森剣友会 日体大荏原高校Ａ

一般男子の部 修剣会Ａ 高砂香料 インドアヒズ 小池自治会剣道部
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☆大田区剣道連盟「四支部親善試合」【12月3日（日）・大田区立出雲中学校】☆

好勝負の連続の中、代表選(一回戦)、大将戦(決勝戦)を制した「池上支部」が優勝！！

優勝：池上支部、準優勝：蒲田支部、第三位：大森支部、第四位：田園調布支部

【１月稽古会予定一覧表】

日 7 14 21 28 10時～11時 雪谷中学校

祝・月 8 10時～11時 雪谷中学校

日本剣道形強化稽古会 日 14 9時10分～9時55分 雪谷中学校

剣道基本強化稽古会 日 21 9時10分～9時55分 雪谷中学校

月例稽古会 火 16 19時～20時 東競武道館

【２月稽古会予定一覧表】

日 4 18 25 10時～11時 雪谷中学校

日本剣道形強化稽古会 日 4 9時10分～9時55分 雪谷中学校

剣道基本強化稽古会 日 25 9時10分～9時55分 雪谷中学校

月例稽古会 火 20 19時～20時 東競武道館

【１月～３月までの主な行事予定】
行事 日時 場所 締め切り

稽古始め １月７日（日） 区立雪谷学校

東京都形剣道大会 １月１３日（土） 東京武道館 締切済

都道府県対抗大会予選会 ２月３日（土） 東京武道館 1月12日

大田区剣道連盟研修会
２月１０日（土）

　　　１１日（日）

千葉県九十九里

青松庭「白砂」
1月6日

四・五段審査会 ２月１０日（土） 東京武道館 1月7日
東京都剣道大会 ２月１２日（祝・月） 東京武道館 1月12日

一級審査会 ３月４日（日） 区立出雲中学校 未定
東京都少年剣道大会 ３月１７日（土） 東京武道館

指導者・審判講習会 ３月１８日（日） 区立出雲中学校 未定

全国スポーツ少年団剣道大会 ３月２５日（日） 東京武道館

朝稽古会
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