
 

◇本部道場 稽古欠席際は連絡を！メールでも OK！  

■小学生クラス  

■中学・ 一般クラス 

■オリンピック育成クラス                

  

☆本部・幸手は特別時間割で行われます。裏面をご覧ください 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ ５ 
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20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

網かけ部分は本部道場休講 
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各種全国大会練習会＆決起会 

 日程 8月５日（土） １９：００～２１：００  場所 アスカル幸手多目的室 

  選手＆育成＆一般の皆さんで心を一つにすべく稽古＆決起会を行います。 

全国少年少女空手道大会 

日程 8月５・６日  場所：東京武道館（５日：組手競技 ６日：形競技） 

選手（埼玉代表） 廣瀬楓（小２組手） 廣瀬歌音（小６組手）  

内容 全国 47都道府県から県大会上位 2名が出場出来る小学生日本一を決める大会 

和道会全国空手道大会 

日程 ８月１９・２０日（土・日）  場所：１日目/浦安市総合体育館 ２日目/日本武道館   選手：道場選抜チーム 

全国中学生空手道大会 

日程 ８月１８－２０日（金―日） 場所：山梨県  選手 杉戸中（森下 黒岩 井原） 

内容 県大会上位 2名が出場出来る日本中学校体育連盟が後援する大会。 

欠席・問合せの Mail アドレス Mail：shiramizukarate@ezweb.ne.jp 

 

◇本部直轄会場 
 

会  場 場所・対象 曜 日・時 間 稽 古 日 備   考 

 

幸 手 会 場 

 

本部道場と合わせて特編時間割で行います。 

裏面をご覧ください。 

 

こ ば と 会 場 
庄和こばと幼稚園 

     小～成人 
火 １７：００～１８：２０ １・８・２９ 

裏面にある本部・幸手会場の稽古も

御利用下さい。 

鷲 宮 会 場 
鷲宮体育センター 

小～成人 
水 １７：３０～１８：５０ 

２・１６・３０ 
１６・30日/18：00～19：20 

 

裏面にある本部・幸手会場の稽古も

御利用下さい。 
庄 和 会 場 

 庄和体育館 

     小～成人 
木 

１７：００～１８：３０ 

１８：４５～２０：１５ 
３・１０・１７・３１ 

 

◇支部会場 

加 須 支 部 
加須市体育館 

幼～成人 
土 １６：００～１７：３０ 

詳細は、岩崎敬方支部長 

℡０９０－９１０３－７４０５ 
本部連絡欄参照 

 

お問い合わせ  

白水修養会館  〒３４５－００４３ 杉戸町下高野７０７－１ （万願寺橋交差点近く） 

℡＆fax０４８０－３３－７２０５(１Ｆ道場)・７２０４（２Ｆ）携帯０９０－１２１６－６６４２（荒川）  

メール:shiramizukarate@ezweb.ne.jp （出欠連絡・質問・相談等にご利用下さい） 

 館長ブログ http://shiramizu-karate.cocolog-nifty.com             
      館長ブログ QR コード 

 



夏期特別時間割（本部道場・幸手会場） ※他全ての会場の皆さんも参加できます。 

※曜日・時間はご自由にお選びご参加ください。（月 7回）小学生の学年制限ありません。 

※選手とは和道会全国へ出場する方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国大会出場される選手＆育成クラスの皆さんへ 道場開放のお知らせ 
 ８月１～３日、７～１０日、１４～１７日の期間 8時～9時半本部道場を開放します。ご利用下さい。 

 

 

 

本部道場  

住所 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野７０７－１（東武線 和戸駅 徒歩 10分）  

℡０４８０－３３－７２０４ 

  幸手会場（アスカル幸手） 

   住所 埼玉県幸手市平須賀２３８０－１（東武線 幸手駅 徒歩 25分） 

                                       ℡０４８０－４８－００４８ 

日 程・場 所 クラス１ クラス 2 クラス３ 

１日（火） 本部道場 小学生 １６：５０～１８：１０ 小・中学生 １８：３０～１９：５０  

２日（水） 本部道場 

幸手会場 

小学生 １６：５０～１８：１０ 

小学生 １７：３０～１８：５０ 

小学生 １８：３０～１９：５０ 中・一般 ２０：００～２１：３０ 

３日（木） 本部道場 小学生 １６：５０～１８：１０ 小学生 １８：３０～１９：５０  

４日（金） 本部道場 中・一般 １０：００～１１：３０ 育成合同 １７：００～２０：００  

５日（土） 幸手会場 中・一般・育成練習＆決起会  １９：００～２１：００ 

７日（月） 本部道場 

幸手会場 

選手 1～5年 17：00～19：00  

小学生 １６：００～１７：２０ 

選手 6年以上 19：00～21：00 

小・中学生 １７：３０～１８：５０ 

 

９日（水） 本部道場 

      幸手会場 

小学生 １６：５０～１８：１０ 

小学生 １７：３０～１８：５０ 

小学生 １８：３０～１９：５０ 中・一般 ２０：００～２１：３０ 

１０日（木） 本部道場 小学生 １８：００～１９：２０   

１２日（土） 本部道場 

       幸手会場 

小学生  ９：００～１０：２０ 

小学生 １７：００～１８：２０ 

 

一般クラス １９：００～２０：３０ 

 

１４日（月） 本部道場 

幸手会場 

選手 1～5年 17：00～19：00  

小学生 １６：００～１７：２０ 

選手 6年以上 19：00～21：00 

小・中学生 １７：３０～１８：５０ 

 

１５日（火） 本部道場 小学生 １６：５０～１８：１０ 小・中学生 １８：３０～１９：５０  

１６日（水） 本部道場 

       幸手会場  

小学生 １６：５０～１８：１０ 

小学生 １７：３０～１８：５０ 

小学生 １８：３０～１９：５０ 中・一般 ２０：００～２１：３０ 

１７日（木） 本部道場 小学生 １６：５０～１８：１０ 選手合同１８：３０～２０：３０  

１８日（金） 本部道場 中・一般 １０：００～１１：３０ 選手 1～5年 17：00～19：00 選手 6年以上 19：00～21：00 

２６日（土） 本部道場 

       幸手会場 

小学生  ９：００～１０：２０ 

小学生 １８：００～１９：２０ 

 

一般クラス １９：３０～２１：００ 

 

２８日（月） 本部道場 小学生 １６：５０～１８：１０ 小・中学生 １８：３０～１９：５０  

２９日（火） 本部道場 小学生 １６：５０～１８：１０ 小・中学生 １８：３０～１９：５０  

３０日（水） 本部道場 

幸手会場 

小学生 １６：５０～１８：１０ 

小学生 １７：３０～１８：５０ 

小学生 １８：３０～１９：５０ 中・一般 ２０：００～２１：３０ 

３１日（木） 本部道場 小学生 １６：５０～１８：１０ 小学生 １８：３０～１９：５０  


