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：：：：幼児幼児幼児幼児～～～～小学生小学生小学生小学生１１１１年生年生年生年生（（（（初級初級初級初級）。）。）。）。 ：：：：試合等試合等試合等試合等でででで優勝優勝優勝優勝したいしたいしたいしたい生徒等生徒等生徒等生徒等

：：：：小学生小学生小学生小学生１１１１年生年生年生年生～～～～３３３３年生年生年生年生 ：：：：中学生以上中学生以上中学生以上中学生以上

：：：：小学生小学生小学生小学生４４４４年年年年～～～～６６６６年生及年生及年生及年生及びびびび緑帯以上緑帯以上緑帯以上緑帯以上 ：：：：試合等試合等試合等試合等でででで優勝優勝優勝優勝したいしたいしたいしたい生徒等生徒等生徒等生徒等

：：：：中学生以上中学生以上中学生以上中学生以上

総本部道場電話総本部道場電話総本部道場電話総本部道場電話・・・・FAXFAXFAXFAX 044-379-6721

事務局電話事務局電話事務局電話事務局電話・・・・FAXFAXFAXFAX 044-777-8178

携帯携帯携帯携帯 090-2415-6541
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ｉｉｉｉモードモードモードモードののののアドレスアドレスアドレスアドレス　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....kenseikaikenseikaikenseikaikenseikai ....orgorgorgorg////iiii////　　　　
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日本空手道　拳成会　　稽古予定 　 H24.11月
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