
総本部及び支部道場稽古予定表  

☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場

 少年部 少年部 少年部 少年部((((合同合同合同合同))))

　　　　選手強化選手強化選手強化選手強化

 一般部 一般部 一般部 一般部

☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場

 少年部 少年部 少年部 少年部((((型型型型))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((型型型型))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((合同合同合同合同))))

☆☆☆☆新鶴見道場新鶴見道場新鶴見道場新鶴見道場（（（（尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場）））） 選手強化選手強化選手強化選手強化  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年)))) 選手強化選手強化選手強化選手強化  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年)))) 　　　　選手強化選手強化選手強化選手強化

☆☆☆☆稲田堤稲田堤稲田堤稲田堤なごみなごみなごみなごみ  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部

☆☆☆☆渋谷渋谷渋谷渋谷 ☆☆☆☆戸越戸越戸越戸越

☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場

 一般部 一般部 一般部 一般部  少年部 少年部 少年部 少年部((((型型型型))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((型型型型))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((合同合同合同合同))))

☆☆☆☆新鶴見道場新鶴見道場新鶴見道場新鶴見道場 選手強化選手強化選手強化選手強化  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年)))) 選手強化選手強化選手強化選手強化  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年)))) 　　　　選手強化選手強化選手強化選手強化

☆☆☆☆稲田堤稲田堤稲田堤稲田堤なごみなごみなごみなごみ  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部

☆☆☆☆渋谷渋谷渋谷渋谷

☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場

 一般部 一般部 一般部 一般部  少年部 少年部 少年部 少年部((((型型型型))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((型型型型))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((合同合同合同合同))))

☆☆☆☆新鶴見道場新鶴見道場新鶴見道場新鶴見道場（（（（尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場）））） 選手強化選手強化選手強化選手強化  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年)))) 選手強化選手強化選手強化選手強化  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年))))

☆☆☆☆稲田堤稲田堤稲田堤稲田堤なごみなごみなごみなごみ  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部

☆☆☆☆渋谷渋谷渋谷渋谷 ☆☆☆☆戸越戸越戸越戸越

☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 ☆☆☆☆総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場 稽古納稽古納稽古納稽古納めめめめ・・・・餅餅餅餅つきつきつきつき

 少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((型型型型))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((低学年低学年低学年低学年))))

 少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年))))  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年)))) 選手強化選手強化選手強化選手強化  少年部 少年部 少年部 少年部((((高学年高学年高学年高学年))))

 一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部  一般部 一般部 一般部 一般部

：：：：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

幼年部　　　　 少年部( 型 )

連絡先

ホームページホームページホームページホームページ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////　　　　

連絡事項

森森森森　　　　館長館長館長館長ののののメール  　      メール  　      メール  　      メール  　      qqqqqqqq7777zzzz8888tkdtkdtkdtkd@@@@silksilksilksilk....ocnocnocnocn....nenenene....jpjpjpjp

少年部(低学年) 少年部(合同)

少年部(高学年) 選 手 強 化 

一　般　部　

30303030 31313131

18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 忘年会忘年会忘年会忘年会

☆☆☆☆戸越戸越戸越戸越 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 すべてすべてすべてすべて総本部総本部総本部総本部でででで行行行行いますいますいますいます

18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000

 幼年部 幼年部 幼年部 幼年部 11111111::::00000000～～～～13131313::::30303030

16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 大掃除大掃除大掃除大掃除

27272727 28282828 29292929

 幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

13131313::::00000000～～～～

23232323 24242424 25252525 26262626

20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 14141414::::00000000～～～～

19191919::::00000000～～～～21212121::::20202020

10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030

17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 11111111::::00000000～～～～12121212::::00000000

13131313::::30303030～～～～16161616::::40404040 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 ☆☆☆☆尻手道場尻手道場尻手道場尻手道場

 幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000

 幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

11111111::::00000000～～～～12121212::::00000000 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030

 少年部 少年部 少年部 少年部((((合同合同合同合同))))  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030

16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222

10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030 20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030
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13131313::::30303030～～～～15:3015:3015:3015:30 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 18181818::::30303030～～～～20202020::::00000000 13131313::::30303030～～～～15151515::::00000000

17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030

 幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000

17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030

 幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

13131313 14141414 15151515

 少年部 少年部 少年部 少年部((((合同合同合同合同))))  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

11111111::::00000000～～～～12121212::::00000000

9999 10101010 11111111 12121212
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19191919::::00000000～～～～21212121::::20202020
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17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030
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 幼年部 幼年部 幼年部 幼年部  幼年部 幼年部 幼年部 幼年部

17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030

16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030 16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030

17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030
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10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000

1111

稽古時間稽古時間稽古時間稽古時間

日曜日日曜日日曜日日曜日 月曜日月曜日月曜日月曜日 火曜日火曜日火曜日火曜日

2222

日本空手道　拳成会　　稽古予定 　 H24.12月

水曜日水曜日水曜日水曜日 木曜日木曜日木曜日木曜日 金曜日金曜日金曜日金曜日 土曜日土曜日土曜日土曜日

大掃除大掃除大掃除大掃除

☆☆☆☆昇級審査昇級審査昇級審査昇級審査

総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場

20202020::::00000000～～～～21212121::::30303030

15151515::::00000000～～～～17171717::::20202020

14141414::::00000000～～～～16161616::::00000000

16161616::::00000000～～～～17171717::::00000000

18181818::::00000000～～～～20202020::::00000000

17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 17171717::::30303030～～～～18181818::::30303030 役員会役員会役員会役員会

１２１２１２１２／／／／２２２２２２２２((((土土土土)1)1)1)1４４４４：：：：００００００００～～～～尻手道場大掃除尻手道場大掃除尻手道場大掃除尻手道場大掃除

１２１２１２１２／／／／２３２３２３２３((((日日日日))))昇級審査昇級審査昇級審査昇級審査１３１３１３１３：：：：００００００００～～～～総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場

１２１２１２１２／／／／２２２２９９９９(土土土土)総本部総本部総本部総本部道場道場道場道場はははは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11:00～～～～13:30稽古納稽古納稽古納稽古納めめめめ・・・・餅餅餅餅つきつきつきつき、、、、14:00～～～～16:00大掃除大掃除大掃除大掃除、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16:00～～～～17:00役員会役員会役員会役員会、、、、18:00～～～～20:00忘年会忘年会忘年会忘年会

☆☆☆☆稽古始稽古始稽古始稽古始めはめはめはめはH25年年年年1月月月月6日日日日（（（（日日日日））））11:00～～～～12:30総本部道場総本部道場総本部道場総本部道場でででで行行行行いますいますいますいます。。。。


