７月 日 土( 〜) 日 月( に) 財( 日)本武道館との共催事業
である︑鳥取県地方青少年銃剣道錬成大会を当小道場で開
催しました︒
この錬成大会は︑様々な 県の小学生 ・中学生・ 高校生
を対象に︑基本錬成を主眼とする銃剣道錬成大会を開催
し︑銃剣道の正しい指導のもとに︑心身の練磨と相互の
親睦を図り︑青少年の健全な育成に資することを目的と
しています︒
日本武道館より派遣の中央講師には︑
兼 坂 弘 道 先生 範(士九段 )
井 澤 継 男 先生 範(士八段 )
︵社団法人全日本銃剣道連盟 所属︶
そして︑地元講師に
上 萬 淳 先生 範(士九段 )
清 友 真 治 先生 範(士八段︶
︵鳥取県銃剣道連盟 所属︶
にお越しいただきました︒
錬成大会では︑基本技を中心とした稽古 構(えの確認や
攻め技︑応じ技など を)行いました︒
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・︽

剣道教室 ︾

米子市両三柳

3192-14

TEL：(0859)
24-9300
FAX：(0859)
24-9311
e-mail:

回 米子市少年育成大会

〒683-0853

budoukan@gamma.
ocn.ne.jp
文責：野田匡希

相撲教室 ︾

第２位 県立武道舘Ａ
︵山本梨恵・山本浩二・岩元蒼汰朗︶

鳥取市小学校相撲大会
団体の部

・︽

剣 道教室にか よっている︑ 幡原くるみさ んが右記大 会
に３位入賞することができました︒
一 生懸 命練 習 に取 り 組ん だ結 果
が 出たんだ と思いま す︒ま た︑次
の 試合では もっとも っと上 へいけ
る ようにこ れからも 練習に 取り組
んでいってほしいと思います︒

個人戦 小:学３年生以下の部
第３位 幡原くるみ

第

鳥取県立武道館

第３位 県立武道館Ｂ
︵田中彗将・廣江駿・田中美崇︶

７月 日 土( ・) 日 日( に) 右記大会が 行わ
れまし た︒どの 試合も白 熱して いました ︒
今回 の結果を これから に活か していっ て欲
しいです︒暑い中本当にお疲れ様でした︒

24

団体︵男子︶
優勝 桜ヶ丘中学校︵初優勝︶
団体︵女子︶
優勝 湖東中学校︵２年連続 回目︶
個人︵男子︶
優勝 阿部 友祐︵北斗中学校︶
個人︵女子︶
優勝 村上 菜都美︵湖東中︶
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団体︵男子︶
優勝 大栄中学校︵２年連続 回目︶︶
団体︵女子︶
優勝 中山中学校︵２年連続２回目︶
個人︵男子︶優勝
㎏級 武甕 佑太朗︵東山中学校︶
㎏級 森 達哉︵溝口中学校︶
㎏級 足立 廉太郎︵河北中学校︶
㎏級 中田 光俊︵河原中学校︶
㎏級 上地 理久︵加茂中学校︶
㎏級 中原 翔大︵東伯中学校︶
㎏級 但見 渉︵尚徳中学校︶
㎏超級 森田 弘輝︵大栄中学校︶
個人︵女子︶優勝
㎏級 大場 智加︵中山中学校︶
㎏級 林原 悠︵中山中学校︶
㎏級 圓岡 穂乃果︵中山中学校︶
㎏級 古志野 遥︵後藤ヶ丘中学校︶
㎏級 長見 花︵北条中学校︶
㎏級 有本 麻智︵鳥取南中学校︶
㎏超級 松尾 由菜︵北溟中学校︶

6
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第119号
発 行
６月 日 に行われた右 記
大会で両チー ムとも入賞
ができました︒
人数は少ない ですが︑
みんな仲良く 頑張ってい
ます︒

90 90 81 73 66 60 55 50

70 70 63 57 52 48 44
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鳥取施設予約システムURL ・https://www.yoyaku-tottori.jp/resident/Index.do
県立武道館ホームページURL
・http：//www.budoukan.jp

台風の影響で木が折れ︑危険 でしたので︑切り落
としました︒

︵金︶川崎医療福祉大学弓道部合宿

︵日︶西部地区剣道大会
︵水︶〜

︵日︶少林寺拳法連盟武道伝門コース・昇格・級考試

なぎなた段位・級位審査会
︵日︶鳥取県西部地区青少年剣道錬成大会
︵土︶・

︵木︶・

︵日︶鳥取県青少年柔道大会

︵金︶友好空手道親善大会

︵日︶鳥取県少年柔道大会︵団体の部︶

︵日︶少林寺拳法連盟武道専門コース・昇級考試

︵土︶・

︵日︶中国地区弓道選手権大会

︵土︶中国地区弓道連合審査

25 23

2

回青少年育成鳥取県民大会

及び柔道フェスタ

︵月︶全柔連 中四国ジュニア強化合宿

︵木︶中学校体育連盟秋季総合体育大会
︵木︶〜

︵日︶第

45

︵日︶鳥取県高等学校柔道新人戦大会

︵日︶日本空手協会主催

︵土︶鳥取県高体連空手道新人戦

︵土︶・

53

︵日︶県民スポレク祭

第４回地方審査前講習︵弓道︶

空手道中国大会

第 回鳥取県高等学校弓道新人戦
︵日︶健身太極拳連盟交流大会

︵土︶・

︵日︶鳥取県スポーツ少年団剣道交流大会

︵土︶・

︵日︶国体記念弓道大会
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16

23

30

夏もはじまり ︑暑い日が続い ていますね︒
そんな中武道館では︑きゅうり︑２種の
ゴーヤでグリーンカーテンを作っています︒
今では︑立派な実を作っています︒
見るだけで涼しくなれますね︒
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11 7
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22 16 15 9

29 29 23
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・ご意見
もう少し冷房を 強くして欲しい です︒暑かっ
たです︒
・ご回答
県の設定温度が 度であり︑又 節電を実施中
ですので︑ご理解とご協力をお願いします︒
28

