財( ︶日本 武道館の 共催事 業の武 道錬成 大会
を相 撲と 銃剣 道の 二 競技 を開 催し まし た ︒内
容は左記のとおりです︒

︻期間︼７月３日︵金︶〜５日︵日︶
︻場所︼鳥取城北高校
︻中央講師︼大澤 恵介 五段
平野 照二 四段
︻受講者︼ 名
こ の度 の錬 成大 会 では ︑四 股や ︑す り 足等
の基 本の 動き を指 導 され ︑そ の後 ︑実 践 的な
動作 を行 い︑ 熱心 な 指導 をし てい ただ き まし
た︒
ま た︑ 実技 の他 に ︑﹁ 相撲 を通 じて の 人間
作り ﹂と 題し て︑ 講 話を して いた だき ︑ 参加
者は ︑改 めて 礼儀 ︑ 心の 大切 さを 感じ 取 って
いました︒
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でご利用ください︒止めにくい場合は少し遠くなります
が︑ゴルフ場の駐車場︵ 台のスペースが広い︶も使用
できますのでそちらをご利用ください︒

1

︽裏面につづく︾

◎いつもお世話になり︑大変感謝致しております︒最近︑
気になることは大会以外の専用利用が多く利用しにくく
感じることです︒週末の強化︑弓道教室に加え︑学生利
用等︑人数が少ない時があるはずです︒個人利用も併用
できるよう考慮していただけると助かります︒又︑作業
のため利用できない時間もわかっていれば連絡して頂け
れば助かります︵芝刈り︶︒他県は︑県外利用は割り増
し料金です︒県外は︑学生も料金負担あってもいいと思
います︒
︻回答︼平素よりご利用いただきありがとうございます︒
ご意見の︑週末強化︑弓道教室︑学生利用等についてで
すが︑強化練習等のような専用で利用される場合︑申込
があり空いていれば︑お断りする理由がありませんので
有料で予約を入れます︒弓道教室は︑人数に応じて専用
利用︵例えば１／２面専用︶したのが良いと言えます︒
ただし教室の指導︑運営に支障をきたすことになれば︑
その限りではありません︒学生利用等については︑高校
生は減免で利用していますが︑内規を活用しながらでき
る限り一般人利用の方と併用できる様努力しております︒
また︑鳥大医学部弓道部は現在︑道場改修工事に伴い期
間限定で許可しております︒芝刈り等の作業の場合︑業
者と調整しながら余裕をもって行っておりますが天候に
も左右されますので大変迷惑をお掛けしますが︑ご理解
とご協力をお願いします︒弓道場の予定には必ず記入し
ます︒最後に料金の件ですが︑現在︑県外者︑県民の区
別はございません︒また︑一般利用の場合の県内高校生︑
県外高校生とも無料です︒この料金設定は︑県議会の承
認を得て決定されておりますので︑必要であれば県︵主
管課︶の方へ内申はしてみます︒以上ご理解︑ご協力よ
ろしくお願いします︒

ご意見
ご感想
◎駐車スペースがもう少し広くなると︑私 でも軽自動車
ではなく普通車で来れるのですが︑むずかしいですよね︒
特になし
︻回答︼いつもご利用ありがとうございま す︒ご迷惑を
お掛けしますが︑線引きがされていますの で現状のまま

今回 ︑共 催事 業 とし ては ︑初 めて 銃 剣道 錬
成 を開 催し まし た ︒基 本か ら応 用ま で 講師 の
熱 心な 指導 を受 け 大変 勉強 にな りま し た︒ ま
た ︑小 学生 から 高 校生 まで 幅広 く多 く の参 加
があり︑充実した錬成になりました︒

︻受講者︼

︻期間︼ 月 日︵土︶〜 日︵月︶
︻場所︼県立武道館
︻中央講師︼桑原 正治 範士九段
山﨑 恵介 教士八段
名
7
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月 日︵日︶に 標記大会が開催
さ れました︒各県の 代表選手︑男女
各 階級 名が出場し ︑熱戦を繰り広
げ ました︒各階級の 優勝者は 月に
埼 玉県立武道館で開 催される本大会
へ 出場します︒結果 は左記のとおり
です︒
︻男子︼
㎏級①宮本拓実︵広島︶
②石飛祐︵島根︶
③鈴木崇嗣︵広島︶③鹿又裕介︵山口︶
㎏級①頃安知義︵島根︶②山田翔大︵岡山︶
③畑太貴︵山口︶③田原知明︵山口︶
㎏級①石川純平︵広島︶②藤原功太︵山口︶
③右手純也︵岡山︶③清水和将︵鳥取︶
㎏級①保宗篤人︵岡山︶②藁科裕也︵山口︶
③山本桃一︵山口︶③吉田健人︵広島︶
㎏級①宇都宮光樹︵広島︶②田尻翔太︵山口︶
③湯川拓︵鳥取︶③山本常人

9

㎏級①山本喜就︵島根︶②石内裕貴︵山口︶
③赤尾大介︵岡山︶③久保田諒一︵広島︶
㎏級①寺崎達也︵広島︶②飯田健悟︵広島︶
③藤山駿︵島根︶③黒岩和夫︵山口︶

㎏級①河村優佳︵広島︶
②重永聡美︵山口︶
③仲濱成美︵島根︶
③俵夏奈子︵鳥取︶
㎏級①木村知畝︵広島︶
②下和田春華︵広島︶
③米美乃里︵山口︶
③江口友望︵岡山︶
㎏級①町純香︵山口︶
②中山あゆみ︵広島︶
③船越恵美︵岡山︶

︻七月の武道館利用状況︼
︽利用人数合計︾
８︐９１４人
︵前年度１１︐２７５人︶
︽種目別利用人数︾

３︵木︶〜４︵金︶太極拳を楽しむ会
５︵土︶〜７︵月︶
第 回鳥取県美術展覧会に係る
作品搬入及び作品返却
６︵日︶少林寺拳法武道専門コース山陰地区
７︵月︶〜 ︵木︶
兵庫県立大学少林寺拳法部合宿
︵土︶県民の日
︵専 用利 用以 外の 場所 で無 料開 放︶
︵日︶県民の日に値する日
︵専 用利 用以 外の 場所 で無 料開 放︶
︵日︶西部地区道場連盟剣道大会
︵金︶〜 ︵土︶
第 回鳥取県美術展覧会に係る
作品搬入及び作品返却
︵土︶平成 年度第 回一般曹候補正
１次試験
︵日︶県青少年柔道大会︵自主事業︶

４︵土︶県民スポレク祭︵太極拳︶
９︵金︶米子市中学校新人戦︵柔道・剣道︶
︵日︶国体記念弓道大会
県少年柔道大会︵団体の部︶
︵月︶環境フェスタ
︵木︶〜 日︵日︶
第３種なぎなた公認審判員
養成講習会
︵日︶少林寺拳法武道専門コース山陰地区
︵土︶・ ︵日︶
県高校弓道新人戦
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・柔 道 １︐１５１人
︵前年度１︐７５７人︶
・剣 道 １︐２０５人
︵前年度１︐３８３人︶
・弓 道 １︐００８人
︵前年度１︐１８４人︶
・空手道 １︐５５７人
︵前年度１︐７３４人︶
・なぎなた ８８人︵前年度７２人︶
・相 撲 １９６人︵前年度１３１人︶
・銃剣道 １１８人︵前年度３６人︶
・太極拳 １１６人︵前年度７３人︶
・少林寺拳法 １７５人︵前年度５４４人︶
・その他 ３︐３００人
︵前年度４︐３６１人︶

25

7

︻女子︼
㎏級①塚原唯有︵岡山︶②荻原翔美︵岡山︶
③安部泉美︵島根︶③吉村理恵︵山口︶
㎏級①塚原理早︵岡山︶②高野美咲︵広島︶
③木原麻衣︵岡山︶③北川真奈︵広島︶
㎏級①秋山日向子︵広島︶②亀岡千恵︵山口︶
③中里友里子︵岡山︶③高尾有美︵島根︶
㎏級①小出蒔絵︵山口︶②手束初未︵山口︶
③白鳥江里子︵岡山︶③照木栞︵広島︶
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