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H28 3（日） 東京剣道祭
六段以上 （女子五段以上） 模範試合
係員派遣（西澤・西村）

21 東京武道館 東京都剣道連盟

9（土） 女子剣道審判講習会 五段以上女子派遣（林洋子） 1 東京武道館 東京都剣道連盟

16（土） 剣道四・五段審査会
受審者派遣　四段合格：林逸夫、大沢二郎、
坂野英義

7 東京武道館 東京都剣道連盟

17（日） 調布剣連総会兼代表者会議 事業・会計報告、事業計画・予算案、ほか 35 西調布体育館 調布市剣道連盟

23（土） 国体東京都予選会 選手派遣　（土屋志乃、望月亜実） 2 東京武道館 東京都剣道連盟

23（土） 合同稽古　（調布市） 指導者稽古会（全体149、うち調布51） 149 調布市総合体育館 西東京剣道連盟

23（土） 西東京剣連理事会 上部組織理事会（小川理事出席） 1 立川市柴崎体育館 西東京剣道連盟

29（祝） 御嶽神社奉納試合
選手派遣　（河野将太、賢太、与座、竹内、田
邊）　監督：田邊

5 御嶽神社境内 武蔵御嶽神社

29（祝） 剣道六段審査会(京都） 受審者派遣　合格者：飯塚公子 2 京都市立体育館 全日本剣道連盟

30（土） 剣道七段審査会（京都） 受審者派遣　合格者なし 1 京都市立体育館 全日本剣道連盟

1(日)～2(月) 剣道八段審査会（京都） 受審者派遣　合格者なし 1 京都市立体育館 全日本剣道連盟

2(月)～5(祝) 第111回全日本剣道演武大会 選手派遣（長田、鈴木敦之） 2 京都市武道センター 全日本剣道連盟

3（祝）
羽村市護国神社
春季奉納剣道大会

選手派遣　（小学男子：鈴木佑岳・伊藤弦・藤
田快生　小学女子：米倉・与座・秋庭　中学男
子：河野将太・雄谷・藤田航洋　中学女子：関
根・平川・川津）　　引率：藤田・箕輪
小学女子：第3位入賞

14 羽村市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
羽村市護国神社
　　　　　　奉賛会
羽村剣道玉心会

8（日） 合同稽古　（東久留米市） 指導者稽古会 3 東久留米市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 西東京剣道連盟

8（日） 都民大会開会式 体協主催事業協力　理事派遣（藤田・大平） 2 東京体育館メインアリーナ 調布市体育協会

14（土） 剣道七段審査会（愛知） 受審者派遣　合格者なし 2 枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 全日本剣道連盟

14（土） 盛年大会 中高年および成人初心者の合同稽古会 23 西調布体育館 調布市剣道連盟

15（日） 剣道六段審査会(愛知） 受審者派遣　合格者なし 4 枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 全日本剣道連盟

15（日） 都民体育大会
選手派遣　（平沼・水見・西村・伊藤創・西澤）
監督：宮田考志

6 東京武道館 東京都剣道連盟

21（土） 東京都女子年齢別剣道大会
選手派遣（水見・飯塚・箕輪・林洋子・秋吉・生
方)　箕輪、林洋子：ﾍﾞｽﾄ8入賞

6 東京武道館 東京都剣道連盟

22（日）
西東京女子剣道選手権大会
西東京女子剣道優勝大会

選手派遣　（望月・土屋・飯塚）監督（箕輪） 4 八王子甲の原体育館 西東京剣道連盟

29(日） 春季剣道研修会 審判法・日本剣道形・救護法、等 47 神代中第二体育館 調布市剣道連盟

6(月） 全日本高齢者武道大会 自由参加（横瀬） 1 日本武道館 東京都体育協会

11（土） 合同稽古　（日野市） 指導者稽古会 6 日野市立南平体育館 西東京剣道連盟

12(日） (前期)剣道五段～七段講習会 受審者派遣（中西、落合） 2 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 西東京剣道連盟

12(日） 調布市剣道大会（国領小） 五段以下団体戦、六段以上紅白戦 424 国領小体育館 調布市剣道連盟

25（土） 少年部合同強化稽古 市内小中学生　指導・練習試合 68 西調布体育館 調布市剣道連盟

26（日） （前期）三段以下審査会
受審者・係員等派遣  （50名中47名合格）
引率：野崎・与座　　係員：久保・河野

54 武蔵野総合体育館 西東京剣道連盟

2(土）
全日本都道府県対抗少年剣道
大会東京都予選会

選手派遣（米倉・鈴木佑岳・秋庭・藤田快生・
角・秋本乃里子・藤田航洋）　引率：箕輪　結
果…代表選出：秋庭、藤田快生・航洋

8 東京武道館 東京都剣道連盟

2(土） 合同稽古　（清瀬市） 指導者稽古会 2 清瀬市下宿地域市民ｾﾝﾀｰ 西東京剣道連盟

2（土） 東京都女子剣道選手権大会 出場者なし 0 東京武道館 東京都剣道連盟

3（日） 西東京剣道選手権大会 
選手派遣（鈴木敦・西澤・伊藤創・村上・福田・
西村・塩幡・齋藤・平沼・太田・与座・野倉）
結果：西澤ベスト32

12 武蔵村山市総合体育館 西東京剣道連盟

9（土） 少年部合同強化稽古 市内小中学生　指導・練習試合 62 西調布体育館 調布市剣道連盟

16（土） 少年部合同強化稽古 市内小中学生　指導・練習試合 62 西調布体育館 調布市剣道連盟

17（日） 市町村総合体育大会
選手派遣（男子：平沼・太田・鈴木勉・齋藤・伊
藤創、女子：林史華、望月、土屋）　監督：宮
田　結果：男女とも初戦敗退

9 多摩市立武道館
東京都市町村
体育協会

18（祝） 昭武館道場祭
選手・審判員派遣（秋本・齋藤・与座・阿部・染
谷・石田・林洋子）　審判：小川　結果：染谷ﾍﾞ
ｽﾄ8、与座ﾍﾞｽﾄ8、齋藤ﾍﾞｽﾄ16

8 元八王子市民ｾﾝﾀｰ体育館 昭武館道場
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事　　業　　名 実 施 内 容 人 数 主  催日（曜）月 実施場所

7
23（土）・
24（日）

全日本少年少女武道（剣道）錬
成大会

開会式演武　　元立ち・号令：箕輪聖子
23日：米倉風薫・藤田快生・藤田航洋
24日：鈴木佑岳・秋庭佑有・秋本乃里子

7 日本武道館 全日本剣道連盟

21（日） 剣道六段審査会（富山） 受審者派遣　合格者なし 2 富山市総合体育館 全日本剣道連盟

21（日） 四五段受審者講習会 受審者派遣　平井 1 東京武道館 東京都剣道連盟

21（日） 1級・2～5級審査 調布・狛江・稲城合同（1級52名全員合格） 106 西調布体育館 調布市剣道連盟

21（日） 理事会 内部大会反省、秋の行事事前打ち合わせ等 22 西調布体育館 調布市剣道連盟

27（土） 合同稽古　（八王子） 指導者稽古会 5 甲の原体育館 西東京剣道連盟

27（土） 盛年大会 中高年および成人初心者の合同稽古会 20 西調布体育館 調布市剣道連盟

28（日） 剣道六段審査会（山口） 受審者派遣　合格者なし 1 維新百年記念公園ｽﾎﾟｰﾂ文化ｾﾝﾀｰ 全日本剣道連盟

3(土) 東京都剣道選手権大会 選手派遣なし 0 東京武道館 東京都剣道連盟

4（日） 市民体育祭開会式

体協主催事業協力　深大寺より参加者派遣
（執行部より長田・箕輪参加）　　旗手：更田大
樹　ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ：吉本菜々子
優良団体：東京都少年剣道大会選手団

24 調布市グリーンホール 調布市体育協会

4（日） 東京都青年大会
選手派遣  （鈴木勉・伊藤創・太田・佐伯・西
澤） 女子不参加　 監督：宮田 結果：ベスト8

6 東京武道館 東京都剣道連盟

4（日） 都民生涯スポーツ大会 都民生涯スポーツ大会選手派遣（土屋、飯塚、林洋子） 3 東京武道館 東京都体育協会

4（日） 巣鴨少年剣道大会

選手派遣  （亀山・小野谷・秋庭・與座・藤田
快生）　（河野将太・河野賢太・雄谷・秋本乃
里子・藤田航洋）　監督：藤田洋一　結果　小
学生優勝：藤田快生　中学生準優勝：藤田航
洋

11 巣鴨学園 巣鴨学園剣友会

11（日） 調布市中学校対抗競技会
審判員派遣（野崎　石黒　飯塚　北村、村上、
久保圭右、荒井祐樹）　　来賓：長田会長

8 調布中学校体育館 中体連(調布）

18（日） 合同稽古（国立市） 指導者稽古会 4 くにたち市民総合体育館 西東京剣道連盟

18（日）
全日本都道府県対抗
　　　少年剣道優勝大会

選手派遣（小学生：秋庭佑有、藤田快生、中
学生：藤田航洋）　引率：箕輪聖子 結果　中
学生優勝（藤田航洋）

4 府民共済スーパーアリーナ
大阪市
大阪府剣道連盟

30（金）
武道等指導充実・資質向上支
援事業授業協力者養成講習会

受講者派遣　村上和 1 東京武道館 東京都剣道連盟

2（日） 近藤勇杯 中学生以下高点試合 381 調布第三中 近藤勇と新選組の会

8（土） 形剣道大会西東京予選会
選手派遣 （三段以下：該当なし、四五段：溝
井・秋本組、時任・岡本組、六七段：鈴木・國
分組）　結果：鈴木・國分組2位

6 立川練成館 西東京剣道連盟

9（日） 秋季剣道研修会 審判法・日本剣道形等研修会 47 神代中第二体育館 調布市剣道連盟

10（祝） 市民スポーツまつり
体協主催事業協力　染地剣・中央会より協力
員派遣（西原、柘植、大同、石黒、時任）、実
行委員（副委員長青山）

6 味の素スタジアム 調布市体育協会

15（土） 四・五段受審者模擬審査会
受審者派遣（高吹、秋元、望月、土田和、高
山）

5 甲の原体育館 西東京剣道連盟

16（日） 近藤勇生誕祭

演武披露（鈴木風香、渡邉、米倉、三宅春
奈、内田怜太、鈴木佑岳、小谷野、佐久本、
伊藤弦、榎田）　号令：箕輪聖子
式典出席：長田・小林・鱒澤

14 西光寺 近藤勇と新選組の会

22（土） 合同稽古（西多摩暉光会） 指導者稽古会　参加者なし 0 瑞穂中央体育館 西東京剣道連盟

27（木） 東京都シニア剣道大会 自由参加（生方・秋吉・横瀬） 3 東京武道館 東京都体育協会

29（土） 剣道八段受審者講習会 受審者派遣なし 0 東京武道館 東京都剣道連盟

30（日） 西東京剣道大会

選手派遣   （鈴木佑岳、小谷野、與座、秋
庭、藤田快生）（河野将太、平川菜津子・秋本
丈太・秋本乃里子・藤田航洋）  （長谷川・伊
藤・太田・西澤・塩幡） 　監督：藤田洋一(少年
部）・鈴木敦之（一般）　審判：小林八十男、小
野、藤田、箕輪　係員：なし　小学生：優勝、中
学生：3位

21 エスフォルタアリーナ八王子 西東京剣道連盟

8

9

10
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事　　業　　名 実 施 内 容 人 数 主  催日（曜）月 実施場所

3（祝） 第64回全日本剣道選手権大会

公開演武者派遣 （号令：箕輪聖子、補助員：
秋本剛・福田知広・秋本武英、演武者：中央
会（9名）第七機動隊（5名）聖武会（3名）調布
警察（3名）調布三中（3名）染地剣（2名）深大
寺（2名）大町（2名）文荘館（1名）　　公式撮
影：諏訪部、荒井、高山

38 日本武道館 全日本剣道連盟

5（土） 合同稽古（あきるの市） 指導者稽古会 1 あきる野市五日市ﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ 西東京剣道連盟

6（日） 亜細亜大少年剣道大会

選手派遣  （団体：鈴木佑岳・秋庭・與座・藤
田快生・藤田航洋　個人：山川大毅・山川遼
己・藤田快生・秋庭・藤田航洋・秋本丈太・秋
本乃里子・平川菜津子・鈴木風香）　引率：藤
田・秋庭
結果：藤田快生　優勝、藤田航洋　優勝

11 亜細亜大学体育館
亜細亜大学・
武蔵野市

12（土） 盛年大会 中高年および成人初心者の合同稽古会 25 西調布体育館 調布市剣道連盟

12（土） 剣道七段審査会（愛知） 受審者派遣　合格者なし 1 枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 全日本剣道連盟

13（日） 剣道六段審査会（愛知） 受審者派遣　合格者なし 1 枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 全日本剣道連盟

19（土） 剣道四･五段審査会
受審者派遣　五段合格：齋藤直樹　　四段合
格：なし

10 東京武道館 東京都剣道連盟

23(祝) 称号（教士・錬士）審査会 錬士取得：佐野順次郎、村上和也 2 東京武道館 全日本剣道連盟

23（祝水）、24(木) 剣道七段審査会 （東京） 受審者派遣　合格者なし 2 東京武道館 全日本剣道連盟

25(金) 剣道六段審査会 （東京） 受審者派遣　六段合格：荒井裕幸 7 エスフォルタアリーナ八王子 全日本剣道連盟

27（日） （後期）三段以下審査会
受審者派遣  24名合格／24名
引率：与座・伊藤　係員：野崎、河野

29 エスフォルタアリーナ八王子 西東京剣道連盟

27（日） 調布市民体育祭剣道競技 市民五段以下個人戦 （市内合同稽古会） 364 国領小体育館
調布市剣道連盟
主管

4（日） 理事会及び忘年会
周年行事進捗状況報告と検討、来年度施設
使用申請について 等

21 西調布体育館・膳菜屋 調布市剣道連盟

11（日） 合同稽古（小平市） 指導者稽古会 7 小平ブリジストン体育館 西東京剣道連盟

H29

1（祝）

　　　～3(火)

6(金） 調布警察署武道始式 出席者派遣（小林八十男） 1 調布警察署 調布警察署

14（土） 東京都形剣道大会
選手派遣 （六七段：鈴木・國分組）、結果：総
合準優勝、六七段の部準優勝

2 東京武道館 東京都剣道連盟

22（日） 合同稽古（青梅市） 指導者稽古会 4 青梅市総合体育館 西東京剣道連盟

29(日） 市民駅伝大会 

協力員派遣：金山昭子、平川路代、監督：与
座一郎、補佐：小沼　選手派遣
ムサシの剣（佐伯・大同・時任・落合・丸山）
  80位/147ﾁｰﾑ（タイム1：53：01）

9 味の素スタジアム 調布市体育協会

5(日） 1級･2～5級審査 調布・稲城・狛江合同（1級33名中33名合格） 83 西調布体育館 調布市剣道連盟

5(日） 理事会 来年度事業計画について、等 20 西調布体育館 調布市剣道連盟

5(日） (後期)剣道五段～七段講習会
受審者派遣（鱒澤、小林、小川、平原、稲毛、
水野、石黒、北村、伊藤創）、試合要員派遣
（野倉、五十嵐）

11 くにたち市民総合体育館 西東京剣道連盟

11(祝） 第30回立切誓願試合 係員派遣 100 西調布体育館 調布市剣道連盟

11(祝） 合同稽古会（八王子） 指導者稽古会 0 甲の原体育館 西東京剣道連盟

12（日） 全日本都道府県対抗選手選考会 東京代表選考会選手派遣（西澤） 1 東京武道館 東京都剣道連盟

18（土） 盛年大会 中高年および成人初心者の合同稽古会 16 西調布体育館 調布市剣道連盟

18（土） 剣道四･五段審査会
受審者派遣　四段合格：平井、秋元、内木
五段合格：大沢学

9 東京武道館 東京都剣道連盟

19(日） 東京都剣道大会 選手派遣なし 0 東京武道館 東京都剣道連盟

19(日） 近隣市少年部錬成試合
小平市・東村山市・府中市・三鷹市合同
東京都少年剣道大会に向けての錬成会

95 西調布体育館 調布市剣道連盟

2

1

12

調布市剣道連盟
調布中央剣道会

11

西調布体育館少年・一般会員早朝稽古元朝稽古 延415
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事　　業　　名 実 施 内 容 人 数 主  催日（曜）月 実施場所

4（土） 若葉杯剣道錬成大会

選手派遣　男子（河野将・更田・野久保・河野
賢・角）　女子（鈴木風・吉本・秋庭・松本・永
井）
引率・審判：（箕輪聖子・河野実）
結果：女子準優勝、男子ﾍﾞｽﾄ8

12 都立若葉総合高校 若葉総合高校

12（日） 男子国体選手予選会
西東京代表選考会選手派遣（太田桂、村上
幸司、齋藤直樹） 結果：太田予選通過

3 国分寺市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 西東京剣道連盟

19（日） 東京都少年剣道大会
選手派遣（清水花凛、亀山源和、秋庭佑有、
鈴木佑岳、藤田快生、平川菜津子、河野将
太、元立ち：福田知広、引率：箕輪聖子）

9 東京武道館 東京都剣道連盟

20（日） 合同稽古（府中市） 指導者稽古会 13 郷土の森総合体育館 西東京剣道連盟

20（日） 剣道八段受審者講習会 受講者派遣 0 東京武道館 東京都剣道連盟

4/9(日） 平成28年度会計監査 剣連年会費、体協助成金等運用状況確認 4 西調布体育館 調布市剣道連盟
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