
 

令和２年度稲城市剣道連盟総会 
 

 

                   

１ 日 時 令和２年６月２１日（日）午後４時から 

 

２ 会 場 稲城市総合体育館ミーティングルーム 

 

３ 議 題 

     （１）令和元年度稲城市剣道連盟活動報告 及び 

令和元年度稲城市剣道連盟決算 について 

     （２）令和２年度稲城市剣道連盟事業計画(案) 及び 

令和２年度稲城市剣道連盟予算(案) について 

     （３）その他 

 

４ 次 第 

     （１）議長、書記選出 

     （２）開会宣言 

     （３）議事進行 

       ① 議案説明 

       ② 質疑 

       ③ 表決 

     （４）議長、書記解任 

     （５）閉会宣言  

 

 

 



令和２年４月１９日

開催期日 連盟主催(共催)事業名 その他参加事業名（主催者） 事　業　内　容 会　　場 参加人員 事業経費 成　果（　結　果　）

H31.04,07 東京県道祭 個人戦 東京武道館 8名 石ヶ森・鈴木・安里・大嶋・吉川・黒木・濱中・松本

04.14 第47回稲城市スポーツ大会開会式 稲城市総合体育館 30名

04.14 西東京女子剣道選手権大会 個人戦 昭島市スポーツセンター 6名 30,356 2回戦（鎰谷・堀澤・佐々木） 1回戦（若林・晴山）

04.14 西東京女子優勝大会 団体戦 昭島市スポーツセンター - - 1回戦

04.28 ジュニア育成 稲城市剣道連盟 剣道教室皆勤賞・精勤賞 延100名 12,615

04.29 武蔵御嶽神社奉納剣道大会 団体戦 武蔵御嶽神社 6名 29,916 1回戦

R1.05.02～ 京都大会 個人戦 武道センター 3名 安里・濱中・石田

05.12 東京都民大会 団体戦 東京武道館 6名 17,000 1回戦

05.25 東京女子年齢別親善大会 個人戦 東京武道館 2名 7,216 2回戦（後藤・晴山）

　06.02 三段以下審査会 審査 エスフォルタアリーナ 11名 申込11名　受審11名　合格11名（初段：5名　二段：6名）

　06.16 第47回稲城市スポーツ大会 個人戦・小中学生：団体戦 稲城市総合体育館 112名 160,000 個人戦112名　 小学生団体戦27名 　中学生団体戦30名

07.07 二級以下審査会（前期） 審査 稲城市総合体育館 21名 37,100 申込23名　受審21名　合格21名

07.07 西東京剣道選手権大会 個人戦 武蔵村山 2名 7,216 準々決勝（ベスト８：越間） 4回戦（福森）

女子の部：4回戦（敢闘賞：後藤・晴山） 2回戦（中村） 

男子１部：4回戦（敢闘賞：大橋） 男子２部：1回戦（栗原）

07.28 市町村総合体育大会 団体戦 国分寺 9名 21,000 男子：2回戦  女子：2回戦

08.04 日本剣道形・審判講習 講習会 稲城市総合体育館 53名 51,160 （5月19日講習会分含む）

08.18 一級審査会 審査 西調布体育館 5名 申込5名　受審5名　合格5名

09.01 第50回 巣鴨少年剣道大会 個人戦・団体戦（小学生） 巣鴨学園 10名 17,850 小学生団体  小中学生個人：1回戦 　中学生団体：2回戦

09.08 第51回稲城市民大会開会式 稲城市総合体育館 30名

09.08 東京都青年大会 団体戦 東京武道館 5名 19,636 2回戦

09.08 都民生涯スポーツ大会 団体戦 東京武道館 4名 12,000 予選リーグ2位

10.14 西東京剣道大会 団体戦（小中学生） エスフォルタアリーナ 9名 19,494 小学生団体戦：2回戦　 中学生団体戦：1回戦

小学生団体戦・中学生団体戦：１回戦

小学生：1回戦（佐藤・山下）　中学生：３回戦（新内）　中学生女子：1回戦（前野）

11.14 西東京剣道大会 団体戦 エスフォルタアリーナ 6名 17,576 一般分のみ

11.23 三段以下審査会 審査 エスフォルタアリーナ 13名 申込13名　受審13名　合格13名（初段：8名　二段：5名）

　　12.08 二級以下審査会（後期） 級審査 稲城市総合体育館 20名 34,000 申込20名　受審20名　合格20名

12.08 毎日レディース剣道大会 団体戦 日野市ふれあいホール 7名 39,770 2回戦（稲城Ｂ）　1回戦（稲城Ａ）

R2.01,19 第51回稲城市民大会 個人戦・小中学生：団体戦 稲城市総合体育館 103名 200,000 個人戦103名　 小学生団体戦27名　 中学生団体戦30名

02.02 一級審査会 審査 西調布体育館 13名 申込13名　受審13名　合格13名

02.08 都道府県対抗剣道優勝大会選考会 個人戦 東京武道館 1名 3,820 五将の部：1回戦（越間）

02.11 立切誓願試合 立切試合 西調布体育館 2名 4,000 基立剣士：越間　挑戦剣士：福森

03.08 男子国体(先鋒～中堅の部)予選会 個人戦 国立 2名 3,220 ※中止 （参加料3000円は返金）

H31.04～ ジュニア育成 剣道教室：7回　木刀基本技指導1回 一般・少年 向陽台小学校　他 延300名 37,000 講師　石ヶ森・安里・飯干 他

H31.04～ 合同稽古 稽古：20回 一般・少年 稲城市総合体育館 延300名 26,800

  稽古納合同稽古 12.15 20名 -

  稽古始合同稽古 01.05 20名 -

H31.04.21 定期総会 稲城市総合体育館

H31.04～ 理事会 ： 4/7・4/14（中止）・4/22・10/6・3/15（中止） 稲城市総合体育館 延60名 3,200

H31.04～ 稲城市剣道連盟事務 各種資料作成・連絡調整 担当者宅地 1名 36,000

※経費は主なものを記載しています。

令和元年度稲城市　剣　　道　連盟活動報告書(案）

07.15 昭武館道場祭 個人戦 元八王子市民センター 6名 22,000

11.04 亜細亜大学少年剣道大会 団体・個人（小中学生） 亜細亜大学体育館 6名 13,514



令和元年度稲城市剣道連盟決算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年4月柑日
内1択 ��先生慶事：■1旺 �先生農法王領 �比】駿 �艶鯛 

収 入 �1食　費 �803．800 �882，700 �－11，2∝l �刑遵食費　一般　　　　　　　　　　　　　　　　　112名＠　　4．∝旧　　　　　　　　　4一晩㈱ 

中学生　　　　　　　　　　　　　　　　　　別名＠　　2．㈱　　　　　　　　　1伽，㈱ 

小学生　　　　　　　　　　　　　　　　　誕名＠　　　与00　　　　　　　　　10．㈱ 

体協会霊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川7名⑳　　　5∞　　　　　　　　　　封．5伽 

東京♯会霊（登録料抑円、籍経書1聞円）　　　　　　　1か名＠　　　棚　　　　　　　　　　73．200 

西東京金t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　128名＠　1、5仰　　　　　　　　　1乳（伽 

2　補助金 �280，㈱ �2乳840 �1乙940 �都民体育大会補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6名＠　1，100　　　　　　　　　　6．槻 

市町村大会（男手5名＋女手3名◆監曽＋補欠2）補助　　　11名＠　1．㈱　　　　　　　　　11．㈱ 

♯民生涯スポーツ大食補助　　　　　　　　　　　　　　　4名＠　1．100　　　　　　　　　　1．㈱ 

稲城市スポーツ大食補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　側，400 

稀城市長大食補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卯．鋸0 

書少年団体書成補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弧∝帖 

スポーツ畿重義集補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50，㈱ 

体協会霊半額補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24，500 

3　線審査収入 �102，∝旧 �71，100 �一一30．900 �書暮網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僧名＠　　　700　　　　　　　　　　30．100 
量録料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41名＠　1．000　　　　　　　　　　41．（料〉 

4　雑収入 �105．㈱ �103，814 �－1．186 �スポーツ大会鯵加義　一般　　　　　　　　　　　　　42名＠　　　500　　　　　　　　　21，（め0 

スポーツ大食、市民大会プログラム購入責　　　　　　113名＠　　　200　　　　　　　　　　22，8伽 

預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14 

体育の日剣道教室欄乳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化000 

西東京合同稽古金納礼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50，∝抑 

オ智幸蠣販売（l僧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2明 

繰入金 �81．424 �142．400 �60．976 � 

積立金取り崩し �＄0．さ78 �0 �一¢0．978 � 

収　入　計 �1．524．200 �1．493．854 �－30．346 � 

合　計は年度収入＋過年度積立）

事 業 義 �1報償費 �176．㈱ �167．㈱ �－9．000 �志ヂ諾！よ聖ま警浩鰯許警篭競泳柵　掴⑳　2－㈱　　　　－帆㈱ 

一般大食藍や暮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○名＠　　3，㈱　　　　　　　　　　27．㈱ 

少年大会監督貴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名⑳　　．（00　　　　　　　　　　札∝泊 

会畏大会監甘暮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．∝船 

2謝礼金・奨励金等手当 �246，㈱ �238，㈱ �－8，㈱ �暮材料（級審査会2臥大食2回）　　　　　　　　　　　　4回＠　　3，（旧0　　　　　　　　　12．000 

スポーツ大食、市民体青大会書判役Å手当　　　　　　　　55名＠　　2，㈱　　　　　　　　　110．㈱ 

三段以下審査会引率手当　　　　　　　　　　　　　　　　4名＠　　3，㈱　　　　　　　　　12，∝旧 

一級響土嚢引串手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　2名＠　　2．∝粕　　　　　　　　　　4．㈱ 

ニ緻以下響査会書査上役1手当く罰・後）　　　　　　　32名＠　　2，000　　　　　　　　　軋㈱ 

事務局長手当・西兼京剣違関係書務手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．㈱ 

3旅　費 �70，000 �58．450 �－11，550 �葺茸歪ヂ霊芝欝薫く‾般‘少年、t章一ガス代・駐　　　　　　　　　　軋脚 

昇段審査付添交通義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，5酪 

その他交通1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．8側 

4食糧費 �70．800 �51，000 �一相，800 �市民大会暮スポーツ大食役1昼食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51．㈱ 

5一般需要費 �1相．㈱ �121，922 �3，922 �印刷t市丘・耕●っ大会デげ弘掲示物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114．舛0 
大食メダル．レプリカ代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休協で一括浪人のため計上せず 

封筒、77イル、フ●ルトイれコピー、轟幾用品他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．鍾2 

支 出 �事 務 会 議 費 を 食 �6備品購入費 �38，000 �22，734 �－15．266 �筆耕用具、井状、プレ上ライガイ、集、飽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，5糾 

線審董認定証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18，200 

7役務蒙 �27，000 �32，044 �5，044 �切手，送料，FaX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．0朋 振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凱　弼 

広報　ホームページ作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．140 

8使用料 �86，珊 �糾．520 �－1．480 �合同稽古　剣道壌使用料　　　　　　　　　　　　　　　　20固㊥　1．340　　　　　　　　　　28．800 

む �����2数以下書査食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，360 

響判・剣道形講学食　剣遭場柔道場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○。160 

総会、理事会会場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，720 

西東京合同稽古会食壌使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乳亜0 

9負担金 �452，400 �403，570 �－48，830 �東京も剣道遵靂彙義　　　　　　　　　　　　　　　　122名＠　　　8伽　　　　　　　　　　73．2恥 

西文京剣道連盟彙霊　　　　　　　　　　　　　　　　126名＠　1，500　　　　　　　　　l鋤．㈱ 

体協会霊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　如名砂　　　的　　　　　　　　　　側，∝0 

保険料　　議長大会、亜細亜大学少年剣道、書年大食　　3団体＠　1．t伽　　　　　　　　　　　孔鼎） 

蜘徽　要吉訟農註・裁瀞黒庵予凱女手　一嶋　　　　　　　　－5・100 

擁暮　芸詫大食く少年’‾齢・桝大綱の　7帥　　　　　　　札270 

祝儀　　　御岳、よれ、昭武館、亜細亜大剣道　　　　　4団体尊　　さ．㈱　　　　　　　　　　20．㈱ 

祝儀　　　立切請願　　　　　　　　　　　　　　　　　1団体＠　　怖く伽　　　　　　　　　　10．㈱ 

10その他経費 �240，㈱ �柑5．479 �－54．521 �強化t（梧礪部扱い：昇段祝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．340 

強化t（少年指導部扱い：劇遭教養　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釘J00 

強化霊（少年権義輝敵い：童形．飲料代）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相．179 

交際費（西東京、体温、イベント等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71，（削 

交際義（t弔霊、お見事い、弔t等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙5鳩 

その他（臨時理事会お茶代）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，420 

11予騰貴次次年度　趨） ��0 �120，135 �129，135 � 

支　出　計 ��1．524．2仰 �1．493．854 �－30．348 � 

l　　　　　　　Ⅶl二江 ���1．873．087 �1．973．087 �0 �1 

l　　　　　合　計 ���3．亜7．287 �3，4朗．941 �－30．3亜 �1 

以上の通り報告いたします　　　　　　　　　　　　　監査の帝異相遵ないことを認めます

剣道連盟会計　晴山　冒栄

㊧
会計監査若林麻美

会計監査後藤桂子



開催期日 連盟主催（共催）事業名 その他参加事業名（主催者） 会　　場 参加人員 必要経費　　　　　　　　　　　左記必要経費の説明

R2.04.05 【中止】 東京県道祭 東京武道館 5名 石ヶ森・鈴木・・吉川・黒木・松本

04.12 【中止】 第48回稲城市スポーツ大会開会式 稲城市総合体育館 30名

04.12 【中止】 西東京女子剣道選手権大会 昭島市スポーツセンター 1名 1,600 ※参加料1600円は返金

04.12 【中止】 西東京女子優勝大会 昭島市スポーツセンター － －

04.26 【中止】 ジュニア育成（剣道教室） 向陽台小学校 延120名 17,000

04.29 【中止】 武蔵御嶽神社奉納剣道大会 武蔵御嶽神社 不参加

05.03 【中止】 京都大会 武道センター 1名 石田

05.17 【中止】 東京都民大会 東京武道館

05.30 【中止】 東京都女子年齢別剣道大会 東京武道館

06.07 【中止】 三段以下審査会 エスフォルタアリーナ 10名

06.21 【中止】 第48回稲城市スポーツ大会 稲城市総合体育館 120名 170,000 報償費 58,000 食糧費 26,000 印刷費 55,000

一般需用費 31,000

07.05 二級以下審査会（前期） 稲城市総合体育館 40名 48,000 報償費 40,000 使用料 5,500 一般需用費 2,500

07.12 【中止】 西東京剣道選手権大会 武蔵村山

07.-- 【延期】昭武館道場祭 元八王子市民センター

08.23 一級審査会 西調布体育館 10名

09,06 第52回稲城市民大会開会式 稲城市総合体育館 30名

09.06 東京都青年大会 東京武道館

09.06 都民生涯スポーツ大会 東京武道館

09.13 【中止】 市町村総合体育大会 東久留米

09.-- 巣鴨学園少年大会 巣鴨学園 10名 18,000

10.04 日本剣道形・審判講習 稲城市総合体育館 40名 62,000 報償費 40,000 使用料 9,160 食糧費他 12,840

10.14 西東京大会出場（小中学生） エスフォルタアリーナ 12名 20,000

11.01 第52回稲城市民大会 稲城市総合体育館 120名 170,000 報償費 58,000 食糧費 26,000 印刷費 55,000

一般需用費 31,000

11.23 三段以下審査会 エスフォルタアリーナ 10名

11.-- 亜細亜大学少年大会出場 亜細亜大学 10名 15,000

12.13 二級以下審査会（後期） 稲城市総合体育館 40名 48,000 報償費 40,000 使用料 5,500 一般需用費 2,500

12.13 毎日レディース剣道大会

R3.02.06 全日本都道府県対抗大会予選会 東京武道館

02.11 立切誓願試合 西調布体育館

02.-- 一級審査会 西調布体育館 10名

03.07 男子国体(先鋒～中堅の部)予選会 国立

R2.04～ ジュニア育成 剣道教室：8回　木刀基本技指導：2回 向陽台小学校　他 延350名 45,000

R2.04～ 合同稽古  稽古：19回 稲城市総合体育館 延300名 25,460 使用料 25,460

  稽古納合同稽古 12.20 20名 -

  稽古始合同稽古 01.10 20名 -

R2.04.19 定期総会 【延期】 稲城市総合体育館

R2.06.21 定期総会 稲城市総合体育館

R2.04～ 理事会 ： 4/12【中止】・9/20・3/21 稲城市総合体育館 延60名 1,860 使用料 1,860

R2.04～ 稲城市剣道連盟事務 担当者宅地 1名 36,000

　 ※令和２年６月２１日現在の状況を追記 ※経費は主なものを記載しています。

指導者に対する謝礼

皆勤賞・精勤賞の児童に贈呈用竹刀代

令和２年４月１９日

令和２年度稲城市　剣　　道　連盟活動計画書(案)

出場選手交通費・ジュース代

出場選手交通費・ジュース代

出場選手交通費・ジュース代



令和2年度稲城市剣道連盟予算書（案）　　　　　　　　　　　　朝日年4月朋 
内訳 ��完重度漆工鍾 �2缶慶予暮j鱈 �比鰹 �艶綱 

収 入 �1全　集 �882，7的 �削れ700 �00．000 �銅遵会費　一般l髄名㊥5，㈱5礼（伽 　中学生　偵名＠2．50011乙500 　小学生　お名⑳1，㈱乳㈱ 体協会義（轟校生除く）鵬名⑳5叩47，㈹0 番兼素食義　126名＠1，紬柑9，∝胎 掠♯食費（豊録脚円、搬霊100円）1む名骨も伽73．2仰 

2　補助金 �293．840 �270，㈱ �－22，940 �都民体育大会補助　6名＠1．1006．柵 市町村大会補助（男子5名＋女手3名＋監督）○名＠1，1000．800 都民生涯スポーツ大会補助　4名＠1．1恥4．4的 稲城市スポーツ大会補助　　50．0的 禰織布民大会補助　100．㈱ 書少年団拝書成補助　　50、0聞 スポーツ教真書纂権助　　弧㈱ 

3　綴審査収入 �71．100 �85，㈱ �13，柵 �柑　　　　　　　　王氾名＠　700　二晩㈱ 輔　　　　　　　　静名＠1．（鼎）軋㈱ 

4　雑収入 �103，814 �35，000 �－68，814 �スポーツ大会蓼加t一般　　　　50名＠　500　25，㈱ 寄付金等（体書の日剣道着圭謝礼〉　　　　　　　帖（氾0 

前年度からの繰入金 �142．400 �129，135 �－13，265 � 

積立金散り崩し �0 �－88，335 �－88，335 � 

収　入　肘 �1．403．854 �1．413．4的 �－80．454 � 

】　　　　　積　立　　　　11，073，0871乙0軋4221　8＆お5I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

支 出 �事 �1報償費 �167，000 �176，000 �9．000 �大金選手満濃暮御嶽、林見大会、西東京個人・ 阻体∴市町村、東京予選、生涯、女子年齢別56名＠2．∝船112．000 他 少年大金輩雪景　　3名＠3，009．t伽 一般大会監督暮　10名＠3，（伽30．㈱ 会長大会派遭1　　25．㈱ 

2謝礼金・奨励金等手当 �238，∝沿 �244，000 �6，㈱ �筆耕割く級暮董食2臥大会2匝け　4回＠3，0001乙（〉00 スポーツ大食、市民体育大食審判役員手当郎名＠2，∝0120，㈱ 聖霊志等謝円、＿級響査食2。伽円　絹16・㈱ 二線以下義士食事壬員役員手当（前・後期）30名＠2．∝抑阻㈱ 事務局長手当　　　36．∝船 

3旅　費 �58，450 �70．㈱ �11，550 �訝憲欝摘tt甜・ガス代・陣場　　63・㈱ 昇段暮董付添交通暮　　　　4．㈱ その他交通暮　　　　　3，㈱ 

4食糧費 �51．㈱ �80．㈱ �29－∝貯 �市民大食・スポーツ大食役員昼食　　　　　　1的名　　　　　　　札∝¢ 

5一般需要費 �121．022 �120．000 �－1．022 �印飼暮市民・鳩’－7大食rlけ●弘，掲示物　　　　　　　　　　　　　1川．（削 集 責 ■ 滞 会 犠 費 を 含 む �����大金メダル、レプリカ代　　　　休協で一括購入のため計上せず 暮蓑用品　　　　　　　　　　　　8－㈹ 

6傭晶構入費 �22．734 �25．000 �2．2髄 �筆耕用具、井状．フ●トト、ラインテープ、藁、他　　　　　　　　　　　　　25，∝氾 

7役務暮 �32．044 �28．㈱ �－4．044 �切手．送料等　　　　　　　5，㈱ 蒙込手数料　　　　　　10，㈱ 広報ホームページ作成　　　　　13，㈱ 

8使用料 �84，520 �50．000 �一別，520 �体育個使用料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50，∝旧 

9負損金 �403．570 �405．400 �1，830 �東京都剣道違盟食薫lか名＠柵73，200 西★京剣道連盟会暮126名㊥1，5脚1董札㈱ 体協会責　47．㈱ 錠脚古屋大童．憂ヰ重大少年創立2団体＠1．α氾2．㈱ 参加暮西東京選手橿3名＠1，割カ4．500 ♯道府県対抗選手権2名＠1．6003．200 国体予選会3名⑳1．5仰4，5的 西東京女手選手権5名⑳l牒》8．㈱ 女子年齢別親書大会3名＠1．5∝14，500 西東京大会（小、中、一般〉3団体5，㈱15．㈱ 西東京女子榔大食1団体5．㈱5．t鼎） ホ蕾年大会　5．500 毎8レディース大会2団体＠7，仰．叫，加 祝儀御岳、よれ、昭武館、委細重大剣道4団体＠5，（伽20，∝旧 祝儀立切溝鼠1団体＠10，（鼎）10．㈱ 

10その他軽費 �185．479 �215，000 �29．521 �強化暮（指導節扱い：昇段祝等）　弧伽 強化費（剣道教圭）　」吼（削 強化霊（少年拝導覇扱い：表彰、飲料等）　30，000 交犀t（西東京、体協、イベント等）　礼0α） 交轍責1弔、お見■い響）　乳価 その他（臨時理事会お茶代等）　5．㈱ 

‖予傭貴く次年度繰越） ��128－135 �0 �－129．135 � 

支　出　計 ��1，403．854 �1，413，400 �－80．454 � 

覇l：江 ���1．073．0871 �2．081．422】 �88．3351 �1 

暮　　　　　合　計 ���3，4朗，941 �3，474．822 �7．881 �Ⅰ 



 稲城市剣連剣連 令和２年６月２１日現在

4月 団体名 稲城少年剣道クラブ

活動日時 （水）19：00～21：00 （日）8：30～11：00

活動場所 一中・三小体育館

連絡先 内藤　℡ 042-331-7792

団体名 矢野口剣道会

5月 活動日時 （水）19：00～21：00 （日）7：30～10：00

活動場所 七小体育館

連絡先 石川　℡ 042-378-6470

17（日）都民体育大会（東武）【中止】

26（火）国体選手選考会（東武）【延期】 団体名 向陽台剣道会

29（金）高体連インターハイ個人予選会（奥戸）【中止】 活動日時 （金）18：30～21：00 （日）8：30～11：00

30（土）関東実業団剣道大会（春日部）【中止】 活動場所 向陽台小体育館

30（土）東京都女子年齢別剣道大会（東武）【中止】 連絡先 倉島  ℡ 042-378-5285

6月

団体名 稲城中央剣友会

活動日時 （木）19：00～21：30 （日）19：00～21：30

活動場所 総合体育館

連絡先 佐藤　℡042-401-1618

団体名 稲城剣友会

27（土）男子強化稽古会（立川）【中止】 活動日時 （火）（第1・3金曜日）19：00～21：00

7月 活動場所 四小体育館

連絡先 田中　℡ 042-377-2214

25（土）剣道登録審査要員等研究会（新宿） 12（日）全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会（奈良）【中止】

12（日）西東京剣道選手権大会（武蔵村山）【中止】 

29（水）・30（木）全日本少年剣道錬成大会（大阪）【中止】 団体名 平尾剣友会

8月 22（土）七段審査会（長野） 活動日時 (土)16:30～18:30  (水)17:00～18:30

活動場所 平尾小体育館・フレンド平尾体育館

連絡先 島田　℡ 042-331-7552

30（日）六段審査会（福岡）

団体名 若葉台剣道会

9月 6（日）52回市民大会開会式 6（日）剣道場 7（月）東剣連稽古会（東武） 活動日時 （月・金）19：00～21：30

20（日）剣道場 活動場所 六中体育館

連絡先 宇津木 ℡042-377-9806

団体名 富士通剣道部

活動日時 （火・金）18：00～21：00

活動場所 富士通川崎体育館

連絡先 大塚　℡045-902-3850

26（土）全日本実業団選手権大会（墨田区）

10月 団体名 中体連剣道部

活動日時 ＊＊＊＊＊

活動場所 一中・五中体育館

連絡先 林田　℡042-378-6121（五中）

団体名 稲城市役所剣道部

11月 活動日時 月１回程度

活動場所 稲城消防署講堂

連絡先 篠崎　℡080-3479-8651

　

8（日）東京都中体連秋季都大会（八王子）

24（火）称号（教士・錬士）審査会

24（日）・25（水）七段審査会（東武）

26（木）・27（金）八段審査会（日武）

12月

6（日）北多摩剣道大会（小平）

19（土）女子稽古会（立川） 20（日）東京学連剣友剣道大会（東武）

1月

30（土）女子稽古会（立川）

2月 7（日）四・五段審査会（東武）

3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※稲城市剣連の合同稽古は、➀基本開催日・毎月第１・３日曜日　➁稽古時間　剣道形：12時40分～13時30分　稽古：13時30分～15時　➂会場　稲城中央公園総合体育館　剣道場

6（土）全日本実業団女子・高壮年剣道大会（東武）

28（土）四・五段審査会（東武）

10（祝）西東京稽古会（調布）【中止】

14（土）七段審査会（愛知）

23（祝）三段以下審査会（八王子）

14（土）・15（日）全国青年大会（東京）

12（土）男子稽古会（立川）

8（日）全日本女子学生剣道優勝大会（愛知）

8（日）東京都剣道道場学年別大会（八王子）

14（土）剣道形稽古会：団結式（立川）

加盟団体

3（祝）全日本剣道選手権大会（日武）

15（土）～18（火）全国高等学校剣道大会（岡山）【中止】

19（土）八段受審者講習会（東武）

21（土）六段審査会（八王子）

22（木）東京都シニア剣道大会（東武）

31（土）東京都市町村共済剣道大会（西東京市）

1（日）西東京剣道大会（八王子）

*（*）西東京稽古会（東大和）

14（土）剣道「教士」筆記試験

13（日）東京都市町村総合体育大会（東久留米）【中止】

18（日）中体連秋季都大会予選（町田）

17（土）西東京剣道形剣道大会（立川）

17（土）全日本官公庁剣道大会（東武）

1（日）東剣連高段者・合同稽古会

22（木）東剣連稽古会（東武）

13（日）全日本女子剣道選手権大会（長野）

19（土）男子稽古会（立川）

17（土）全日本学生剣道優勝大会（大阪）

19（水）・20（木）高体連秋季大会（東武）【延期】

20（木）～22（金）全国中学校剣道大会（岐阜）【中止】

8（火）関東女子学生剣道優勝大会（東武）

*（*）中体連日南大会（*）

12（土）関東学生剣道優勝大会（東武）

26（土）女子稽古会（立川）

3（土）西東京稽古会（三鷹）

5（土）寛仁親王杯剣道八段選抜大会（東武）

5（土）東京都剣道選手権大会（東武）

6（日）東京都青年大会・生涯スポーツ大会（東武）

22（日）関東女子学生剣道新人戦大会（墨田）

13（日）全日本都道府県対抗少年剣道大会（大阪）【中止】

26（金）・27（土）全国高等学校剣道選抜大会（愛知）

23（土）女子稽古会（立川）【中止】

15（土）東剣連稽古会（東武）

6（月）東剣連稽古会（東武）

11（木）～14（日）全剣連中堅剣士講習会（奈良）【中止】

12（土）剣道形稽古会（立川）

25（土）西東京ブロック講習会（八王子）【中止】

18（土）・19（日）全剣連女子審判法研修会（千葉）【中止】

11（土）剣道形強化稽古会（立川）【中止】

昇段・昇級審査会 稲城市剣連主催事業
合同稽古

講習会

4（土）・5（日）全剣連東日本中央講習会（千葉）【延期】

17（日）東剣連合同稽古会（東武）【中止】

26（日）西東京稽古会（狛江）【中止】

11（土）男子強化稽古会（立川）  【中止】

大会

27（土）中体連日南大会（多摩永山中）【中止】

27（土）東京都官公庁剣道大会（東武）【中止】

稲城市剣連 西東京・都剣連

18（土）女子剣道稽古会（東武）【中止】

18（土）東剣連高段者・合同稽古会（東武）【中止】

9（土）剣道形強化稽古会（立川）【中止】

31（日）西東京稽古会（国分寺）【中止】6（休）称号審査会【変更】

16（土）七段審査会（愛知）【延期】

19（日）稲城市剣連総会

5（日）剣道場【中止】

12（日）剣道場【中止】

29（祝）六段審査会（京都）【延期】

26（日）予定 剣道教室（表彰あり）【中止】

12（日）48回スポーツ大会開会式 【中止】

7（日）三段以下審査会（八王子）【中止】

17（日）六段審査会（愛知）【延期】

31（日）予定 剣道教室【中止】

11（土）剣道「教士」筆記試験（東京）【変更】

25（土）四・五段審査会 （東武）【延期】

7（日）一級審査会（調布）

28（土）西東京稽古会（東久留米）

27（土）西東京稽古会（八王子）

12（日）理事会【中止】

27（土）・28（日）全剣連女子指導法講習会（兵庫）

23（土）男子稽古会（立川）

1（金）・2（土）八段審査会（京都）【延期】

30（木）七段審査会（京都）【延期】

15（土）剣道登録審査要員等研究会（東武）

15（土）四～七段受審者講習会（東武）

18（月）東剣連稽古会（東武）

【改装のため中止】西東京稽古会（清瀬）

7（日）東剣連稽古会（東武）

8（月）東剣連稽古会（東武）

11（祝）西東京剣連新年祝賀会（立川）

14（日）八段受審者講習会（東武）

8（金）事務担当者会議（立川）

20（土）男子稽古会：団結式（立川）

12（土）西東京稽古会（日野）

13（日）東剣連稽古会（東武）

4（土）・5（日）全剣連女子指導法研修会（千葉）【中止】

31（土）男子稽古会（立川）

5（金）～7（日）関東高校剣道大会（山梨）【中止】

29（月）東剣連稽古会（東武）【中止】

20（土）西東京稽古会（多摩）【中止】

11（土）・18（土）東京都中学校剣道大会（八王子）【中止】*（*） 西東京稽古会（小金井）【中止】

18（木）～21（日）全剣連剣道八段研修会（東京）【中止】

6（土）・7（日）全剣連女子審判法研修会（千葉）【中止】

29（祝）全日本都道府県対抗剣道優勝大会（大阪）【中止】

29（祝）御嶽神社奉納試合（青梅）【中止】

2（土）～5（祝）全日本剣道演武大会（京都）【中止】

9（土）高体連関東個人予選会（東武）【中止】

16（土）関東学生剣道選手権大会（東武）【中止】

23（土）～24（日）女子審判講習会（千葉）【中止】

17（日）全日本都道府県対抗女子剣道大会予選会（東武）【中止】

4（火）全国高等学校定時制通信制剣道大会（奈良）【中止】

10（月）・11（火）関東中学校剣道大会（山梨）【中止】

18（火）日光剣道大会（栃木）

4（日）～6（火）国民体育大会（鹿児島）

6（日）全日本東西対抗剣道大会（大分）

5（日）東京剣道祭（東武） 【中止】

12（日）西東京女子剣道選手権大会・女子剣道優勝大会（昭島） 【中止】

18（土）国体選手選考会（東武） 【延期】

19（日）全日本選抜八段優勝大会（愛知）【中止】

13（土）高体連インターハイ団体予選（東武）【中止】

5（日）東京都形剣道大会（新宿）

6（土）全日本都道府県対抗大会予選会（東武）

11（祝）東京武道館杯（東武）

11（祝）立切請願試合（調布）

17（日）東京都高体連新人戦大会（東武）

*（*）中体連如月杯（*）

6（日）関東学生剣道新人戦大会（東武）

7（日）剣道場【中止】21（日）スポーツ大会（剣道競技）【中止】

21（日）ウエルネスアリーナ（スポーツ大会後）【中止】

28（日）木刀による剣道基本技稽古法

27（土）東京都剣道大会（東武）

*（*）中体連三地区交流戦（*）

31（日）予定 剣道教室

21（日）東京都少年剣道大会（東武）

7（日） 男子国体選手予選会（国立）

27（土）女子稽古会（立川）

14（日）剣道場 14（日）五～七段講習会（八王子）

14（日）西東京稽古会（国立）

21（日） 理事会

17（日）剣道場

4（日）剣道形・審判講習会

1（日）ウエルネスアリーナ（市民大会後）

15（日）剣道場

1（日）市民大会（剣道競技）

4（日）市民大会抽選会

7（日）剣道場

21（日）剣道場

29（日）予定 剣道教室

20（日）納合同稽古会 6（日）剣道場

10（日）始合同稽古会

25（日）予定 剣道教室

21（日）剣道場

28（日）予定 剣道教室

13（日）後期二級以下審査会

18（日）剣道場

15（日）六段審査会（愛知）

令
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10（日）剣道場

20（日）剣道場

13（日）毎日レディース剣道大会（日野）

4（土）女子剣道審判講習会（東武） 【延期】

23（日）六段審査会（長野） 16（日）剣道場

5（日）前期二級以下審査会

24（日）スポーツ大会抽選会【中止】

20（土）東京都女子剣道選手権大会（新宿）【延期】

4（土）・5（日）全日本学生剣道選手権大会（愛知）【中止】

14（日）・21（日）中体連夏季都大会予選（八王子・稲城五中）【中止】

20（土）全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会選考会（新宿）【中止】

13（土）剣道形強化稽古会（立川）【中止】

2（日）剣道場

16（土）西東京剣連登録審査員等研究会（甲の原）【延期】

26（日）・29（祝）高体連春季大会／男子団体・女子団体（東武）【中止】

17（日）審判講習会

22（月）全日本高齢者武道大会（八王子）【中止】

3（日）剣道場【中止】

30（日）女子審判講習会（三鷹）【中止】

20（日）理事会

26（日）予定 剣道教室

19（日）剣道場

22（祝）西東京八段受審者講習会（*）

18（土）女子稽古会（立川）【中止】

8（土）女子剣道講習会（東武）

23（日）一級審査会（調布）

29（土）七段審査会（福岡）

30（日）予定 剣道教室


