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2019年度 群馬県剣道連盟高崎支部役員総会 

                          2019年4月13日（土）19時～ 

                              於：高崎アリーナ会議室 

１ 開 会 

２ 支部長あいさつ 

３ 協 議 

第1号議案 2018年度事業経過報告、承認の件 

第2号議案 2018年度決算・監査報告、承認の件 

 第３号議案 役員改選の件 

第４号議案 2019年度事業計画案、承認の件 

 第５号議案 2019年度予算案、承認の件 

 第６号議案 その他 

（年会費徴収について） 

⚫ 事務局より会員に年会費納入の文書及び支部登録用紙を配布。 

⚫ できるだけ道場・職場・地域等でまとめて提出を。  

⚫ 年会費と共に支部会員登録用紙を納入者分事務局に提出。 

⚫ 個人で納入する方は、年会費・支部登録用紙を合わせて提出。 

⚫ 会費は5段以下2，000/年･人，6段以上は3000円/年・人 

70歳以上の方は免除。登録用紙のみ提出(必ず提出してください)。 

⚫ 納入窓口は、木曜日の支部稽古会もしくは、西山剣道具店さん。 

⚫ 納入者は群剣連主催大会の参加費を免除。講習会費を補助。納入のない場合、参

加資格が得られないことになります。 

⚫ 提出がない場合、事務局からの連絡を得る権利が得られないことになります。 

⚫ 事務局より通知の届かない方で、会員登録希望の方には、登録用紙をコピーして

あげてください。 

４ 閉 会 

  



2 

 

 

第1号議案 2018年度事業経過報告（詳細は別紙「活動状況」参照）  

 2017年度より事務局分担を試合は小池，支部審査講習会を下山，県窓口，メール配信

等その他を倉本が行う分担制とした。 

 

1. 2018年度 支部会員登録数221名（名簿ベース17，18年会費納入者（70歳以上

含む） 

2. 2018年度メール案内数 78件（内訃報21件） 

3. 支部WEBサイトをニューリアル  

https://www.kendo-takasaki.com (しばらくは検索で出てこないのでアドレスを直接入力) 

 

・ 支部主催大会     （）は昨年数 

青少年健全育成剣道大会 5/20 高崎中央体育館 参加者278名 （313名） 

群馬県社会人剣道大会 8/23 榛名体育館   参加者200名 （213名） 

群馬県少年剣道錬成大会 10/28 観音山ファミリーパーク 参加者391名（483名予定） 

 

・ 主催行事 

審査会（秋・春３～１級、初二段）の実施 

       講習会（３～１級講習会、初二段講習） 

 

・ 主管大会   （）は昨年数   

高崎市民大会剣道大会  榛名体育館 

                           10/9 参加者   286名（313名） 

                              ９/22 （兼中体連新人戦）参加者 約200名(250名) 

 

・ 県主催大会  （）は参加人数 

国体（10）・段別選手権（9）･全日本女子（7）国体女子（1）全日本男子（3） 

都道府対抗（１０）女子都道府県（１）ねんりんピック予選（１０） 

小学生総体（10チーム50名）、少年都道府県対抗予選（８） 

 

・ 大会の活躍者 

6月  小池美千子先生       全日本高齢者武道大会 団体優勝，個人2位 

7月  岡田いずみ先生    女子都道府県出場（副将） 

7月  全日本女子予選            3位 北野静香，小熊蘭（健大高崎） 

7月  7段選手権      優勝 潮田剛 2位 倉本忠 3位 潮田洋 

8月  潮田剛先生         日光大会出場（大将） 

10月 齋藤尚之先生         国体出場（大将） 

11月 県民大会（渋谷，牧野，垣淵，潮田洋，齋藤尚）   前橋に敗れ3位 

11月 西毛地区大会 高崎A 総合優勝（各部門一般以外優勝） 高崎B 総合3位 
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・ 審査会 （）は昨年数 

 支部審査会 23級 86名（118名） 1級 127名(161名)  

初段 149名(132名) 2段 75名(57名) 

 

県審査会 （受審者のべ人数（）は昨年数） 

三段 52名（43名） 四段 10名（5名）、五段 10名（5名）、錬教士 2名（7名） 

 

全国審査への参加 （受審者のべ人数（）は昨年数） 

 六段のべ 12名（13名）、七段のべ21名（22名）、八段のべ26名（27名） 

 

全国審査合格者 

5月  谷 勝彦先生      範士合格（9月授称祝賀会） 

5月  早野忠先生,田澤聡先生         教士合格 

5月  神山佳彦先生,三浦達也先生，田代有史先生，今泉桂舟先生   練士合格  

5月  塩田敬則先生（雷鳴館）         7段合格 

11月 加藤良和先生(新町)                7段合格 

11月 伊藤恭二先生（上郊）                6段合格 

年度 23級 1級 初段 二段 合計

平成２２年度 129 180 148 41 498

平成２３年度 123 169 170 72 534

平成２４年度 140 203 148 79 570

平成２５年度 100 161 160 75 496

平成２６年度 99 164 144 72 479

平成２７年度 102 147 144 71 464

平成２８年度 115 141 129 75 460

合計 118 161 132 57 468

内訳　秋 78 61 112 41 292

内訳　春 40 100 20 16 176

合計 86 127 149 75 437

内訳　秋 75 49 104 64 292

内訳　春 11 78 45 11 145

3級 2級 合計

60 56 116 （上記表には入っていない）

3級 2級 合計

47 49 96

平成２９年度

平成29年度
道場取得者

段位取得者推移（支部審査のみ）

平成30年度

平成30年度
道場取得者
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・ 県 全剣連講習会 ()は昨年数 

    剣道形指導法講習会 24名（16名） 

    審判法 24（１３）名 

・ 表彰 

   笠井秀昭先生 全剣連有功賞 

   清水強雄先生 高崎市体育功労賞 

   井草清治先生 柴川茂雄先生 清水強雄先生 宮島孝順先生 高齢者表彰 

  

・ その他 

支部総会 54名 谷先生範士受称祝賀会 206名 忘年会 58名 

 

第 2号議案 2018年度決算・監査報告、承認の件  

  会計資料参照 
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第3号議案 2019，20年役員改選の件 

藤木新支部長のもと，以下の役員での新体制を提案する。 

 

役　　　職

本多　義平 市川　平治 高橋　　功 橋本　貞治 相河　忠輔 飯塚　昭三

清水　強雄

〇相談役 笠井　秀昭

参 与 淡島　和利 小日向英介

◎支部長 藤木　正行

◎副支部長 谷　勝彦 飯島　豊 長井　憲一 小池政一(兼） 齋藤　尚之

◎理事長 小池政一(兼）

○理事 青柳　　孝 小幡　　学 小林　敦 清水久仁男 中島　好雄 黛　　均史

（５０音順） 新井　　忠 笠井　道男 小山　信一 城田　清次 中曽根裕和 溝呂木　茂

新井　和雄 加藤　良和 齋藤　剛毅 須田　尚猛 中曽根径子 宮﨑　忠吉

飯塚　利彦 狩野　裕史 斉藤　友充 田口　則明 西山　俊子 森山　孝夫

井草　清治 神山　佳彦 齋藤　尚之 土屋　晃二 林　　行広 山口　隆史

石原　隆雄 群馬　敏雄 柴川　茂雄 角田　芳昭 前田シン子 田代　有史

潮田　　剛 小林　晃 島田　秀光 中島　洋子 松崎　謙治 難波　藤作

塩田　敬則

◎会計 石田　　寛 鈴木亜矢子

○会計監査 秋野　實 有田　良幸 早野　忠

◎事務局長 倉本　忠

◎事務局次長 下山　　豊 潮田　　洋 齋藤　源基 植木勇一郎

萩原　克明 西山　　篤史 松田　智也 長井　崇壮 笠原　健一 岡田いずみ

高原　美咲

○連絡員 潮田　剛 萩原　克明 岡田いずみ 潮田　　洋 多胡充人 笠原　健一

○広報担当 難波　藤作 倉本忠（web)(兼）

◎…本部役員会を構成する。 ・・・新役員

◎及び○…総会において、議決権を有する。

氏　　　　名

○事務局員

顧問
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◎…主任

（　藤木・笠井　　）

藤木 県審査まとめ申し込み メルマガ配信 西山剣道具店 県関係申し込み窓口

　（　倉本　） （　◎倉本）

※各高校へ ※各中学へ ※旧町連絡員へ ※道場責任者へ ※旧町村連絡員へ※女子部会員へ（※高経大部員へ）
※中体連指導者 ※個人会員へ ※健大顧問へ

2019，20年度　剣道連盟高崎支部事務局組織　(案）

総務顧問

総務

（　◎倉本・石田・小池　　）

競技部 （小池） 強化部 （下山） 渉外部 （長井） 経理部 （石田）

体協

会場 運営 審判 講習 審査 会場 会計 監査

（◎長井　） （◎倉本　） （◎小池　） （◎倉本　） （◎下山　） （◎長井　） （◎石田　） （◎秋野）

（鈴木あ） （　有田　　）

（　須田　） （　鈴木あ　） （　萩原　） （　齋藤源　　） （倉本） （　早野　）

（　松崎　） （　松田　） （　倉本　） （岡田） （　角田　　） （松崎　）

（　下山　） （　西山あ　） （　植木　） （　岡田　）

（　潮田洋　） （潮田洋） （　西山と　）

平成31年度　剣道連盟高崎支部連絡組織（案）

県剣連，体協窓口

倉本

高体連 中体連 旧新町・吉井 旧高崎 旧群馬 女子部 大学

※WEB

広報

（潮田剛） （萩原克） （　笠原　） （　潮田洋　） （　多胡　） （岡田）
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第4号議案 2019年度事業計画（案）（詳細は年間行事予定参照） 

○支部主催大会について （従来通り） 

・青少年健全育成大会…5/19 高崎浜川体育館で実施 

  個人戦部門の変更（小学生男女混合学年別，中学生段級別男女，団体戦の実施） 

・社会人大会…8/25 高崎榛名体育館 

  シニアの部の創設（60歳以上合計3人合計190歳以上の団体戦（女子は10歳ハンデ）） 

・もてなし大会…10/27観音山ファミリーパークで実施  

○主催行事について 

・昨年度より別日程で実施していた2，3級審査会と1級講習会審査会を同じ日で行う 

（午前 123級形講習審査，午後 1級実技講習審査） 

 ○その他 

・今年度の少年都道府県対抗の市予選は健全育成大会で行う 

   ・市中体連への審判派遣については、１，０００円（１日）を支部から補助する 

・稽古会の充実 

高崎支部稽古会…毎週木曜日 19:３0～（高崎市武道館） 

旧群馬郡稽古会…毎月第１・３火曜日19:３0～（宮崎道場） 

        毎月第２月曜日19:30～（榛名武道館） 

   新町地区稽古会…毎月第２・３土曜日19:00～（新町住民体育館） 

 

第5号議案 2019年度予算案，承認の件 

 会計資料参照 
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第6号議案 その他 （会員登録） 

2019年４月 13日 

群馬県剣道連盟 

 高崎支部会員  各位 

                                                       群馬県剣道連盟高崎支部 

                                                          支部長   藤木正行 

 

高崎支部 年会費納入 及び 会員登録のお願い 

 

 陽春の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本支部では会員の皆様への連絡をより円滑かつ正確に行うために、年会費の納入と合わせて詳細な会員情

報をお寄せいただき、名簿の更新とメール連絡網の拡大を図って参りました。お陰様で連絡がより迅速にできるよう

になって参りました。 

 今年度も、下記の要領で年会費の納入及び会員登録をお願いいたします。なお、皆様の個人情報につきましては、

適切に管理し、皆様への連絡以外には使用いたしませんので、趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。 

記 

１ 年会費納入及び会員登録用紙提出について 

 ・会員登録及び会費の納入は、県剣連及び支部主催大会並びに昇段審査会に  

参加できる要件となりますので、必ず登録をお願いします。  

・別紙「剣道連盟高崎支部 会員登録用紙」に、必要事項を記載し、年会費 2000 円（6 段以上は 3000 円）を

添えて事務局へ提出願います。（但し、昨年度と同じ項目は省略可） 

・団体所属の場合は団体登録用紙でも登録が可能です（用紙にて提出後，excel ファイルにて事務局長倉本

（kendo.takasaki.kuramoto@mx4.ttcn.ne.jp）までメールにて送付してください）。 

 ・２０歳未満の方及び７０歳以上の方の支部会費は免除となっていますので、会員登録 

記入用紙のみ提出をお願いします。 

 ・大学生特例として、団体５名以上何名でも１団体１０，０００円とします。 

 ・団体（剣友会、道場等）に所属している方は、団体を通して、団体に所属していない方は、直接事務局へ提出くだ

さい。 

  ・提出期限は５月３１日とします。 

２ 提出先について  

 ・毎週木曜日の支部稽古会（高崎市武道館 19:20 頃）の際、西山理事窓口。または、西山剣道具店（10:00～

19:00、月曜定休）に直接お届けください。 

３ その他 

・経費削減のため、できるだけメール配信にご協力ください。メール配信希望者は、アドレス間違い防止のため、事

務局長倉本（kendo.takasaki.kuramoto@mx4.ttcn.ne.jp）まで氏名をご記入の上、空メールをください。 

・会員登録用紙が手元に届いていない方がおられるようでしたら、コピーして差し上げてください。なお、支部ホー

ムページ（http://www.kendo-takasaki.com/）からもダウンロードできます。 

  ・ご不明な点がありましたら、支部事務局長倉本（kendo.takasaki.kuramoto@mx4.ttcn.ne.jp）までお問合

わせください。 
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*は記載必須項目

*区分 *フリガナ

新規

継続

〒 *生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ 　　　  年　　　 月　　　日

*住所

*連絡先ＴＥＬ1 FAX *メール配信

メール１

メール２

メール３

*所属道場・団体名

*全剣連番号 　無し　あり

*称　号 *取得年月日

*段級位 *取得年月日

特記事項

年会費　2000円　6段以上3000円

*全剣連番号は全剣連webサイトで検索できます

*継続の方は氏名と変更点でも可

◎下欄は受付で記載するので記載しないこと。

必須項目

２０歳未満又は７０歳以上

個人

団体

*氏名備考欄

*年齢 歳

通知は原則メールで行います
kendo.takasaki.kuramoto@mx4.ttcn.ne.jp
takasaki@5rin.org
を必ず受信するに設定してください（スマホ，携帯）

社会体育指導員

◎年会費　　2000円
   6段以上　3000円

公認スポーツ指導者資格

　　Ｓ・Ｈ　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　Ｓ・Ｈ　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　  　段          級

◎２０歳未満及び70歳以上の方は会費免除

2019年度　　剣道連盟高崎支部　会員登録用紙（個人用）

*氏  名
男　女

2019度分受取人控受領印

<

キ
リ
ト
リ

>

受付チェック欄受領印

　◎2019年４月１日現在

*性別

初級　・　中級　・　上級

希望する
・

希望しない
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群馬県剣道連盟高崎支部定款 

第１章  総  則 

第１条 本支部は群馬県剣道連盟高崎支部（以下単に支部という）と称し 

事務局を高崎市内に置く 

第２条 本支部は剣道愛好者を以って組織する 

第３条 本支部は群馬県剣道連盟に所属する 

 

第２章  目的と事業 

第４条 本支部は会員および関係者の資質向上・親睦を図り、剣道奨励､発展に寄与する事を目

的とする 

第５条 本支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う 

（1）剣道大会の開催 

（2）剣道に関する調査､研究、講習、指導、講演会 

（3）剣道の段級審査 

（4）各種大会、講習会等への派遣 

（5）個人および団体に対する表彰 

（6）その他本支部の目的達成に必要な諸事業 

第３章  機  関 

第６条 本支部に次の機関を置く 

（1）役  員  総 会 

    （2）本 部 役 員 会 

第７条 会議はすべて支部長が招集し、議長となる 

第８条 役員総会は本支部の最高決定機関であり、本部役員、職域部会代表者等をもって構成

し、毎年１回定期的に開催する。但し、必要に応じ支部長は本部役員会の議を経て、臨時

役員総会を開催する事ができる 

2・役員総会の構成員は最高顧問、顧問、参与、本部役員、常任理事、理事 

会計監査、事務局員、広報担当とする 

3・役員総会は構成員の過半数の出席を持って成立する 

4・構成員が書面を持って議決権の委任をした場合は出席者とみなす 

5・議決は出席者の過半数を持って決定し、可否同数の場合は議長の決する 

ところによる 

6・役員総会の任務は以下の通りとする 
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（1） 本部役員をはじめとする全役員の承認 

（2） 事業案・予算案の審議、承認 

（3） 事業報告・決算報告の審議、承認 

（4） 定款の改定 

（5） その他の事項の審議、決定 

第９条 本部役員会は年２回の開催を原則とする（４月、１０月） 

但し重要な審議事項が発生した場合においては、支部長が判断し随時、開催する事がで

きる 

2・本部役員の構成は支部長、副支部長、理事長、副理事長、会計、事務局長 

および事務局次長とする 

    3・本部役員会は本支部の執行機関として諸行事にあたり、対外的な要務を 

処理する 

 

第 4章  役  員 

第１０条 本支部に次の役員を置く 

（1） 支  部  長    1名    （2）副 支 部 長   6名程度 

（3） 理  事  長    1 名    (4) 理      事   40 名程度 （5） 会     計    

2 名   （6）会 計 監 査   3名 

第１１条 役員の選出 

（1）支部長は役員総会において選出する 

（2）前条に定める役員の内、支部長を除く全ての役員は支部長が推薦し 

役員総会の承認を得て決定する 

     （3）役員の任期は 2年とする、但し再任を妨げない 

     （4）役員に欠員を生じた場合、本部役員会で承認された者がその任につくが 

        その任期は前任者の残任期間とする 

第１２条 役員の任務 

     （1）支部長は本支部を代表し、会務を統括する 

     （2）副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは、その職を代行する 

     （3）事務局長は本支部の事務を処理し、事務局次長は事務局長を補佐する 

     （4）会計は本支部の会計業務を処理する 

     （5）会計監査は本支部会計を監査する 

第１３条 本支部に顧問、参与，相談役を置く事ができる 

（1）顧問、参与，相談役は支部長が推薦し、役員総会の承認を得て決定する 

（2）顧問、参与は重要会務について支部長の諮問に応じ本部役員会に出席して 

意見を述べる事ができる、但し議決権を有しない 
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第 5章  組  織 

第１４条 本支部は以下の職域部会を置き、目的達成の為に部会活動を行う事ができる 

剣道場・・・・・・・市内に存する剣道場すべての内 2名を代表者とする 

高体連・・・・・・・市内に存する高等学校すべての内１名を代表者とする 

中体連・・・・・・・市内に存する中学校すべての内１名を代表者とする 

女子部会・・・・・・市内に存する女子団体すべての内１名を代表者とする 

    2・前項職域部会代表者を常任理事とする 

    3・本支部は本部役員会の承認のもとに理事を任命することが出来る 

 

第１５条 前条における代表者とは、各々の団体より本支部に申請のあった者の内、本部役員会議において

承認された者と定める 

 

第６章  会  計 

第１６条 本支部の事業運営に要する費用は段級審査料、剣道形講習料、補助金、寄付金、支部員年会費

その他収入、をもって支弁する 

    2・前項支部員年会費の金額は世情を鑑み、役員総会において決定する 

第１７条 本支部の収支決算および事業計画は、支部長が編成し本部役員会の議決を経て 

     役員総会の承認を得るものとする 

第１８条 本支部の会計年度は毎年 3月 1日より翌年 2月末日までとする 

        付  則 

本改定は平成 14年 4月 1日より施行する 

昭和 36年 4月 1日制  定  （高崎市剣道連盟として制定） 

昭和 37年 4月 1日一部改定  （主に評議員を常任理事に一部改定） 

平成 14年 4月 1日全面改定  （群馬県剣道連盟高崎支部として全面改定） 

平成 15年 4月 1日一部改定  （機関･役員･組織について一部改定） 

平成 16年 4月 1日一部改定   (会費徴収について第 16条 1項加筆、2項追加) 

平成 19年 7月 29日一部改定  （市町村合併により役員数増加） 

平成 22年 4月 1日一部改定   (市町村合併により役員数増加) 

平成 27年５月１日一部改定  （役員数見直し） 

平成30年4月１日一部改定  （相談役追加，役員数見直し，会計年度見直し） 
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群馬県剣道連盟高崎支部

月 日 曜日 高崎支部 県内 県内行事会場

6-7 土-日

6 土 群馬県剣道道場連盟定期総会・総会稽古 ぐんま武道館(2)(23)

6 土 女子部稽古会（午後） 伊勢崎市民プラザ

7 日 春季居合道講習会及び１級審査会 ぐんま武道館(2)(5)

第69回群馬県剣道大会

第74回国体一次予選

第11回全日本都道府県対抗女子予選

13 土 支部役員総会(19:00～高崎アリーナ） 教士筆記試験（東京・神戸・福岡）

14 日 剣道審判講習会・全剣連中央伝達講習会 ぐんま武道館（大）（15）

20 土 全国ねんりんピック県予選（午後） ぐんま武道館(２)(1)

21 日 第17回全日本選抜剣道八段優勝大会(名古屋)

28 日 中体連春季大会(榛名体育館）

29 祝 第67回全日本都道府県対抗剣道優勝大会(大阪府)

29 祝 剣道六段審査会(京都市）

30 火

1-2 水ｰ木 剣道八段審査会（京都市）

2-5 木ｰ日 第115回全日本剣道演武大会（京都市）

6 月 群馬県道場少年剣道大会兼全国道場少年剣道大会 居合道・杖道八段審査会・範士・教士・錬士 ぐんま武道館(大2)(23)

6 月 女子部稽古会（午後） 剣道称号（範士・教士・錬士）（京都） 松井田体育館

10-12 金ｰ日 第５４回高校総体兼関東予選会 剣道七段審査会（名古屋市）5/11 ぐんま武道館(大2)(23)

12 日 剣道六段審査会（名古屋市）

11-12 土-日 第２４回女子審判講習会（姫路市）

16 木 群馬県剣道連盟常任理事会（午後） ぐんま武道館（１）

18 土 高齢剣稽古会（午前） ぐんま武道館（２）

19 日 健全育成大会（浜川体育館）

25 土 群馬県剣道連盟総会 ホテル１２３前橋マーキュリー

26 日 第74回国体男子２次予選・成年女子予選 ぐんま武道館(2）（１）

2 日 西毛地区スポ少（藤岡総合学習センタ） 高齢剣武道大会（東京）

3 月 高齢剣武道大会（東京）

7－9 金-日 第66回関東高校剣道大会（東京武道館）

7 金 居合道六・七段審査会（石川県）

8-9 土ｰ日 第50回県中学校春季剣道大会 第18回女子審判法研修会(勝浦市） 榛名体育館

9 日 杖道５段以下審査会 厩剣会道場

13-16 木ｰ日 第57回中堅剣士講習会（奈良県）

15 土 中体連強化練習会 未

15-16 土ー日 全国高校総体剣道大会県予選 ぐんま武道館(大２)(２３)

20-23 木-日 第29回剣道八段研修会（東京都）

22 土 剣道6・7段受審者研修会・女子部稽古会 ぐんま武道館（２）（５）

5 金 居合道６・７段審査会（徳島県）

6 土 女子部稽古会（午後） 太田武道館

6-7 土-日 国体強化合宿 利根商体育館

13 土 第11回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会(東京都)

第14回全国都道府県対抗少年剣道錬成大会県予選 ぐんま武道館(大2)(１)

第36回剣道5・6・7段選手権大会

第58回全日本女子剣道選手権大会県予選

15 月 第54回全日本居合道大会選手選考会 ぐんま武道館(2)

21 日 関東七県対抗剣道大会（埼玉県）

20-21 土-日

29-30 月ｰ火 第54回中体連剣道総体　団体・個人 第54回全国道場少年剣道大会（東京都） ぐんまアリーナ

2-3 金-土 中体連関東全国強化合宿 ぐんま武道館(大2)(123)

3 土 女子部稽古会（午後） ぐんま武道館（２）

3-6 土-火 第66回全国高等学校剣道大会（熊本県）

4 日 第67回全日本剣道選手権大会県予選会 ぐんま武道館(大2）(1）

9-10 金-土 第44回関東中学校剣道大会（千葉県）

11 日 群馬県スポーツ少年団県大会 第61回全国教職員剣道大会(薩摩川内市） ぐんま武道館(大2)(23)

11 日 剣道七段六段審査会（札幌市）

17 土 市新人戦シード決め(榛名体育館） 剣道七段審査会（長野県)

18-31 高崎市武道館　使用不可 剣道六段審査会（長野県）（那覇市）

18 日 第69回日光大会（日光市）

21-23 水-金 第49回全国中学校剣道大会（大阪市）

24 土 中体連剣道強化練習会（シード決め） 剣道七段審査会（福岡市） ぐんま武道館(大２)(１２３)

25 日 群馬県社会人剣道大会(榛名体育館）群馬県社会人剣道大会 剣道六段審査会（福岡市） 榛名体育館

25 日 国体関東ブロック大会(千葉県匝瑳市)

31 土 剣道８段受審者研修会 ぐんま武道館（2）（15）

2019度行事予定表(案）

平成31年度全日本少年少女剣道錬成大会(東京都)

ぐんま武道館（大2）（２３）

4

30 日
全国道場少年剣道大会兼

全国少年剣道選手権大会道場連盟予選
会

6

14 日7

ぐんま武道館(大3)(１)

第54回東日本中央講習会（勝浦市）

剣道七段審査会（京都市）

県外

日

5

8

7
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 7 土 123級講習会(榛名体育館）

8 日 剣道6・7段受審者研修会・女子部稽古会 ぐんま武道館(2）(5)

15 日

16 月 居合道講習及１級審査会 ぐんま武道館（2)(5)

21 土 高齢剣稽古会 あずま体育館

22 日 第65回全日本東西対抗剣道大会(静岡県)

21-22 土ｰ日 県高校学校対抗選手権 ぐんま武道館(大2)(23)

23 月祝 初二段講習会（市武道館）

29-1 日-月 第74回国民体育大会（茨城県）～10月1日）

5 土 群剣連剣道秋季講習会（3・4・5段錬・教士） ぐんま武道館(大2）(5）

6 日 初二段審査会（市武道館） 群剣連剣道秋季審査会（3・4・5段）称号推薦 ぐんま武道館(大）(1)

12 土 スポーツ省　授業協力者養成講習会 ぐんま武道館（３)（6)

12-13 土-日 中学校剣道新人大会 ぐんま武道館（大２）（１２３）

14 月祝 高崎市民大会(榛名体育館）

19 土 中体連強化練習会 第54回全日本居合道大会（高知県） 未

24 木 ねんりんピック2019 ぐんま武道館（２）（１）

26-27 土ｰ日 第９回上毛新聞社旗 ぐんまアリーナ

27 日 群馬県少年剣道錬成大会（観音山）群馬県少年剣道錬成大会 観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ

3 日 高崎市スポ少（高崎アリーナ） 第67回全日本剣道選手権大会（大阪市）

4 月 小学生総体県大会 ぐんま武道館（大２）（１）

9 土 高齢剣剣道大会 教士筆記試験（東京都・名古屋市・神戸市・福岡市）ぐんま武道館(2)(5)

9 土 女子部稽古会（午後　市武道館））女子部稽古会（午後） 高崎市武道館

9-10 土ｰ日 高校学年別剣道大会（榛名体育館） 全国ねんりんピック剣道交流大会（和歌山県白浜町）（9-12）

10 日 群馬県民大会 ぐんま武道館（大）

14 木 群馬県剣道連盟常任理事会 ぐんま武道館（１）

16 土 武道フェスティバル（午前） 剣道七段審査会（名古屋） ぐんま武道館（大）

17 日 西毛地区大会（富岡市民体育館）群馬県警察少年柔剣道大会 剣道六段審査会（名古屋） ぐんま武道館（大）

24 日 群馬県小中学生剣道錬成大会 伊勢崎市民プラザ

26 火 六段審査会（東京都八王子総合体育館）

27 水 七段審査会（東京都八王子総合体育館）

28-29 木-金 八段審査会（東京都八王子総合体育館）

30 土 居合道段位審査会 居合道六・七段審査会(東京都） ぐんま武道館(2)(5)

7 土 女子部稽古会 館林邑楽武道館

10 火 高崎支部忘年会（グランビュー高崎）

15 日 群剣連納会合同稽古 ぐんま武道館（２）（１）

22 日 全国道場小中学生剣道選手権大会(上越市）

1 火祝 元旦稽古(9：00～　市武道館）

7 火 群剣連寒稽古 ぐんま武道館（2）

8 水 群剣連寒稽古 ぐんま武道館（大）

11 土 123級審査会(高崎市武道館） 中体連強化練習会 未

12 日 群剣連十傑表彰 ぐんま武道館（大）（１）

13 月祝 初二段講習会（市武道館）

18 土 高体連新人戦 ぐんま武道館(大2)(23)

26 日 群剣連剣道形・指導法講習会 ぐんま武道館（大）（１5）

未 未 女子部総会 生涯学習センター

1 土 剣道８段受審者研修会 ぐんま武道館（2）(5)

2 日 初二段審査会（市武道館）

8 土 西毛地区中体連（榛名体育館）

9 日 剣道6・7段受審者研修会・女子部稽古会 ぐんま武道館(2)(5)

15 土 高齢剣合同寒稽古会 ぐんま武道館（２）

20 木 群剣連本部役員・審議員会 ぐんま武道館（第１）

23 日 第68回全日本都道府県対抗剣道大会予選 ぐんま武道館(大2)(１)

29 土 中体連剣道強化練習会 未

7 土 春季剣道講習会（3・4・5段錬・教士） ぐんま武道館（大２）（５）

8 日 春季剣道審査会（3・4・5段）称号推薦 ぐんま武道館(大)(1)

8 日 女子部稽古会 ぐんま武道館(大)

14-15 土-日 東日本選抜中学校剣道大会 ぐんまアリーナ（全）

21 土 本部役員会(偕楽園） 第４回群馬県Jr.強化剣道錬成大会 ぐんまサブアリーナ

24 火 杖道１級以下審査会 厩剣会道場

26-28 木-土 第29回全国高等学校剣道選抜大会（春日井市）

27-29 金ｰ日 第42回全国スポーツ少年団剣道交流大会（長野県）

29 日 第61回全国選抜少年剣道錬成大会(水戸市）

※ 群剣連合同稽古：毎週水曜日ぐんま武道館19:00～20:00　但し12月は25日（水）まで、新年は８日（水）から実施。

※ 全剣連合同稽古は「剣窓」で確認のこと

※ 剣道初２段審査は、各支部で計画し実施する。＊国体・県外大会出場選手の強化練習は、別途計画する。

※ 毎月１０日と１０月２８日県民の日は無料開放日のため道場の確保ができないこともある。

4月  ３　・　(１０)　・　１７　・　２４ 10月  ２　・　９　・　１６　・　　　・　３０ ★は第２道場

5月 　　　 　 １５　・　２２　・　２９ 11月  ６  ・　１３　・　２０　・　２７

6月  ５　・　 １２　・　１９ 　・　２６ 12月  ４　・　１１　・　１８　・　★２５

7月  ３　・ （１０）　・★１７  ・ ２４　・　３１1月  ８　・　　　　・　２２　・　２９

8月  ７　・　１４　 ・  　２１　・　２８　2月  ５　・　　　　・　１９　・　２６

9月  ４　・　１１　・　★１８　・　２５ 3月  ４　・　１１　・　１８　・　２５

12

合
同
稽
古

3

第58回全日本女子剣道選手権大会（長野県）

第14回都道府県対抗少年剣道優勝大会（大阪府）

10

11

9

1

2


