
平成 27年 度事業経過報告

平成27年
4月  5日 (日 ) 東京剣道祭(東京武道館)8名

荒川区剣道連盟

9日 (木) 事務責任者会同 (日 本倶楽部)連盟事務局長
11日 ( L) 荒川区剣道連盟総会 (荒川総合スポーツセンター)

18日 (土) 女子剣道審判講習会 (東京武道館)2名
19日 (日 ) all道四・五段審査会 (東京武道館)四段6名・五段7名

四段 鈴木秀昌 池田彪馬 合格

荒剣連錬成稽古会 (荒川総合スポーツセンター)

春季大会申込み締切21日 (メ()

25日 (±1)

29日 (わL)

5月  1日 (金 )

国体選手選考会 (東京武道館)1名
女子剣道稽古会 (東京武道館)2名
剣道六段審査会 (京都)1名
荒貪1連剣道講習会 (荒川五中)

春季大会編成会議 (荒川総合スポーツセンター)

剣道七段審査会(京都)2名
剣道八段審査会1日 目(京都)1名
剣道人段審査会2日 日(京都)1名
全日本剣道演武大会(京都)5日 (祝)まで 5名

2日 (L)

12日 (メ()

16日 (量1)

17日 (日 )

会費納入 日(荒川総合スポーツセンター)

剣道七段審査会 (愛知)4名
剣道六段審査会 (愛知)3名

小林久之 梅木孝司 合格

荒川区剣道連盟春季剣道大会 (荒り|1総合スポーツセンター)

都民大会 (東京武道館)<別 紙>
東京都女子年齢別剣道大会 (東京武道館)4名
荒川総合スポーツセンター体館 日(本部稽古体み)

荒all連錬成稽古会 (荒川総合スポーツセンター)

剣道一級審査会 (荒川総合スポーツセンター)

城北五区親善策1道大会 (北区)<別 紙>
東京都女子年齢別剣道大会 (東京武道館)

23日 (量1)

26日 (メc)

31日 (日 )

6月  9日 (火 )

14日 (日 )

28日 (量1)

7月  4日 (土 )

11日 (土 )

19日 (日 )

26日 (日 )

8月 15日 (土 )

16日 (日 )

22日 (二1)

23日 (日 )

9月  5日 (土 )

6日 (日 )

荒剣連合宿稽古会 (大子)5日 まで <中止>
女子剣道講習会 (東京武道館)2名
荒川区中学校総合体育大会【剣道】 (荒川五中)

荒資1連錬成稽古会(荒川総合スポーツセンター)

東京都形lll道大会 (東京武道館)<別 紙>
荒剣連小中学生錬成稽古会 (荒川五中)

剣道七段審査会 (官城)5名  岩見武年 合格

剣道六段審査会 (宮城)1名

城北ブロック講習会 (荒川総合スポーツセンター)

東京都貪1道選手権大会 (東京武道館)1名
巣鳴学園少年剣道大会 (巣鴨学園)<別 紙>



東京都青年剣道大会 (東京武道館)<別 紙>
都民生涯スポーツ大会 (東京武道館)<別 紙>

9月  6日 (日 )

7日 (月 )

12日 (L)
13日 (日 )

27日 (日 )

10月 11日 (日 )

17日 (t)
18日 (日 )

22日 (メ()

25日 (日 )

11月  1日 (日 )

8日 (■ )

21日 (IL)

秋季区民大会編成会議 (荒川総合スポーツセンター)

剣道六・七段受審者講習会 (東京武道館)六段2名 七段1名

荒剣連錬成稽古会 (荒川総合スポーツセンター)

荒剣連剣道講習会 (荒川五中)

荒川区民体育大会開会式 (荒り|1総合スポーツセンター)ひぐらし剣道教室

剣道人段受審者講習会(東京武道館)1名
荒川区民体育大会 (荒川総合スポーツセンター)<別紙>
東京都シエア大会 (東京武道館 )

明治神宮崇敬会支部対抗剣道大会 (明治神宮)<中 止>
あらかわ生涯スポーツフェスティバル (荒川総合スポーツセンター)

剣道教士称号筆記試験 (東京)1名  大導寺正美 合格

24日 (火 )

25日 (オ()

26日 (´こ)

27日 (金 )

12月 22日 (火 )

23日 (祝 )

剣道三段以下 (1級)審査会 (荒川総合スポーツセンター)

剣道四・五段審査会 (東京武道館)四段10名 五段11名

四段 倉島克三 高山優典 五段 ガヽ林進 合格

会J道六段審査会 (東京)12名  小林和史 合格

剣道七段審査会 (東京)7名
貪J道人段審査会 (東京)1日 目 2名

剣道人段審査会 (東京)2口 目 1名
本部稽古納め

荒川区剣道連盟納会 (荒川五中)

荒川区剣道連盟本部稽古始め(荒川総合スポーツセンター)

荒川区剣道連盟新年初稽古会 (荒川総合スポーツセンター)

荒剣連錬成稽古会 (荒川総合スポーツセンター)

東京都貪1道連盟新年祝賀会 (東天紅)会長・理事長・評議員 3名

松岡由樹・田島一夫・杉田徹也

足立・荒川合同稽古会 (荒メ|1区総合スポーツセンター)

女子剣道稽古会 (東京武道館)4名
都道府県対抗貪1道優勝大会予選会 (東京武道館)3名
荒剣連錬成稽古会 (荒川総合スポーツセンター)

荒剣連錬成稽古会 (荒り|1総合スポーツセンター)

all道四・五段審査会 (東京武道館)四段9名 五段9名

四段 内田和輝 池田光希 高橋久恵 深沢邦之 合格

東京都剣道大会 (東京武道館)<別 紙>
東京都少年剣道大会 (東京武道館)<別 紙>
剣道人段受審者講習会 (東京武道館)1名

平成28年

1月

2月

3月

5日 (火 )

11日 (祝 )

24日 (日 )

26日 (火 )

31日 (日 )

6日 (圭1)

7日 (日 )

14日 (日 )

20日 (量1)

28日 (日 )

13日 (日 )

20日 (日 )

24日 (木 ) 荒川区剣道連盟理事会 (荒川総合スポーツセンター)


