
　　　　　　

札剣連便り
札幌剣道連盟
第５２５号
＜Ｎｏ．１＞

令和1年10月26日

第66回北海道学生剣道優勝大会
第45回北海道女子学生剣道優勝大会

令和元年9月16日(月祝)
札幌大学体育館

男子団体
優 勝 北海学園大学

準優勝 北海道大学
第三位 道教育大学岩見沢
第三位 北海道科学大学

女子団体

優 勝 藤女子大学
準優勝 札幌大学
第三位 東海大学札幌校

第三位 道教育大学岩見沢

第29回北海道団体優勝居合道大会

令和元年10月13日(日)

恵庭市総合体育館

優 勝 北区剣道連盟Ａ

準優勝 北区剣道連盟Ｂ

第三位 旭川剣道連盟

敢闘賞 登別剣道連盟

剣道第一種審査会結果
令和元年10月6日(日)

北区体育館

段位 受審者 合格者 合格率

初段 151 139 92.1％

二段 112 103 92.0％

三段 90 80 88.9％

合計 324 322      91.2％

第4回札剣連女子強化錬成会
令和元年10月19日(土)

北区体育館

参加人員 ２０名

講 師 山城・古賀・今野・ 國田・太田・山本

第74回国民体育大会剣道大会
令和元年9月29日(日)～10月1日(火)

茨城県

少年女子

一回戦 北海道 2 - 3 兵庫県

少年男子

一回戦 北海道 4 - 0 福井県

二回戦 北海道 0 - 4 兵庫県

成年女子

一回戦 北海道 0 - 2 愛媛県

成年男子

一回戦 北海道 2 - 3 山口県

二回戦 北海道 3 - 2 大阪府

三回戦 北海道 1 - 3 東京都

第2回札剣連理事会
令和元年10月24日(木)

中島体育センター・講堂

議 題

1 令和元年度事業中間報告書

2 令和元年度収支中間報告

3 監査報告

4 質疑応答

5 その他

報告事項

① 年度末までの札剣連事業について

② 少年剣道教育奨励賞の推薦について

③ 令和２年度に向けての諸手続きについて

④ 札幌剣道連盟朝稽古について

⑤ 札幌剣道連盟稽古会について

第45回北海道神宮少年剣道大会
令和元年9月23日(土祝)

北海道神宮

雨天のため中止

第46回札幌市スポーツ少年団剣道交流大会

令和元年10月13日(日)
南区体育館

優 勝 準優勝 第三位 第三位

小学4年生 若木 善 道下 瑛仁 冨山 佑輝 櫛田浩次郎
(龍心) (小野幌) (祥武館) (もみじ台)

小学5・6年生 中村文次郎 原 英翔 木村 光希 酒井 幹太
(若草) (茨戸) (若竹) (剣心会)

小学女子 日笠 夢愛 下野 佑華 太田 愛那 柏崎 美優
(龍心) (月寒) (太平南) (若草)

中学男子 森口 和哉 盛 良宇 笠原 章吾 石川 夢至
(剣修会) (龍心) (太平南) (北雄館)

中学女子 宮内 涼来 原口 真緒 吉瀬 愛 野崎 栞
(正堂館) (もみじ台) (龍心) (若草)

小学団体 龍心Ａ 月寒Ａ 西岡南 若草Ａ

中学団体 龍心Ａ 若草Ａ 剣心会 真駒内Ａ

第29回北海道中学生剣道錬成大会

令和元年9月15日(日)
砂川市総合体育館

男子団体
優 勝 旭川剣道連盟Ａ(旭川)
準優勝 伊達剣道連盟(伊達)
第三位 西区剣道連盟Ａ(北区)
第三位 手稲区剣道連盟Ａ(手稲区)

女子団体
優 勝 旭川剣道連盟Ａ(旭川)
準優勝 函館剣道連盟(函館)
第三位 千歳剣道連盟(千歳)
第三位 江別剣道連盟Ａ(江別)

第57回北海道学生剣道新人戦大会

第36回北海道女子学生剣道新人戦大会

令和元年10月20日(日)

北海道大学体育館

男子団体 女子団体

優 勝 北海学園大学 北翔大学

準優勝 教育大学岩見沢 北海道大学

第三位 東海大学札幌 札幌大学

第三位 札幌大学 藤女子大学

男子個人 女子個人

優 勝 四十防大朗 亀谷 友香

(旭川医大) (北翔大)

準優勝 中川 皓平 荒木 里花

(北海学園) (藤女子大）

第三位 佐々木辰志 星野真由子

(東海大札幌) (札大)

第三位 西谷内翔丸 土佐 優芽

(北海学園) (星槎道都大)


