
2019.6.9
項目 34回大会担当者 35回大会担当者 摘要

１　大会役員・演武者・宣誓者
(１)大会役員

①大会会長 小山 小山
②大会副会長 倉持 倉持

　大会顧問
滝澤、梅田、佐藤、竹
村、廣岡猛

滝澤、梅田、佐藤、竹
村、廣岡猛

③大会参与の確認 榎木 榎木
顧問、後援先、招待剣連を
調べプログラムに掲載

③審判長 福岡 福岡
④大会委員長 榎木 榎木
⑤大会会計 吉野 吉野
⑥大会総務

・本部 榎木 榎木
・整列・マイク ●天岸、清水（良） ●天岸、清水（良）

・連絡員
●山本、清水（良）、
丸尾

●山本、清水（良）
２名を配置する（選手兼任
の場合追加）

・筆耕 篠崎 篠崎
・司会 信田 信田

⑦大会委員の確認 榎木 榎木 常任理事、理事

⑧来賓受付 （１階）
●坂本、中村、諏訪
部、山本、小山

●中村、諏訪部、山
本、小山

⑨選手受付（ ２階）
小橋､鄭、吉田(勝)、
●寺山、廣岡（猛）

●寺山、小橋､鄭、吉
田(勝)

⑩駐車場案内 廣岡（猛） 別途依頼する13名 近隣駐車場への誘導・案内

⑪昼食担当 毛利台、森の里
厚木警察署少年剣進
会・厚木剣友会

担当支部は順番による

⑫救護 橋本様（清剣会） 橋本様（清剣会）
養護教諭（看護師）又は医
師　謝礼を払う。

⑬記録・広報 天岸、相場 天岸、相場 広報・ＩＴ化推進部
(２)審判員

①会場主任選任 福岡 福岡 審判長が配置する
・第一会場 藤原　勝 審判長が確認
・第二会場 渡部　亮一 審判長が確認
・第三会場 吉野　和世 審判長が確認
・第四会場 坂本　千穂 審判長が確認
・第五会場 有馬　秋子 審判長が確認
・第六会場 清水　照吉 審判長が確認

②審判員配分 福岡 福岡 審判長が配分
③依頼審判員配分 ●福岡・榎木 ●福岡・榎木 組み合わせを考慮して配分

(３)係員
①係員主任選任 福岡 福岡 審判長が配置する

・第一会場 福泉　敦尚 審判長が確認
・第二会場 邨松　孝博 審判長が確認
・第三会場 佐々木　信二 審判長が確認
・第四会場 倉持　京子 審判長が確認
・第五会場 井坂　恵美子 審判長が確認
・第六会場 岡崎　尚行 審判長が確認

②係員配分 榎木 榎木 係員人数をみながら
③係員手伝い依頼(中・高校生）榎木・岡田・廣瀬 榎木・岡田・廣瀬 当日不足する場合

(４)演武者

①日本剣道形

思斉館
打太刀
　教士七段　塩口孝一
仕太刀
　錬士六段　古賀晴喜

思斉館
打太刀
　錬士七段　倉持　孝
志
仕太刀
　錬士七段　並木　仁

前年度一般の部優勝支部

(５)選手宣誓者
思斉館
橋本　奈未

愛川町
鈴木　琢磨 前年度小学生の部優勝支部

第３５回県央厚木剣道大会　役割分担
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第３５回県央厚木剣道大会　役割分担

２　文書処理関係担当者

(１)大会開催に係る文書作成 榎木 榎木

(２)大会開催文書発送

①支部（メール） 田村 田村
開催通知・要綱・申込書・
審判依頼・係員依頼

②学校（メール） 田村 田村 開催通知・要綱・申込書

③招待剣連（文書） 榎木 榎木 開催通知・要綱・申込書

(３)後援依頼（文書） 文書作成は、榎木 文書作成は、榎木
依頼文書を作成後、各担当
者に送付

①県剣連 福岡 福岡 県連盟に郵送

②厚木市体協 山本 山本

③厚木市教委 山本 山本

④厚木警察 榎木 榎木 厚木警察郵送

⑤愛川町教委 渡部(亮) 渡部(亮)

⑥清川村教委 廣岡 廣岡

⑦来賓招待状 小山 小山

⑧招待連盟招待状送付 榎木 榎木

(４)申込書等集約 榎木 榎木 申込書・審判・係員

(５)賛助金・広告依頼 文書作成は、榎木 文書作成は、榎木

①各支部への文書発送 榎木 榎木

②賛助金・広告募集 榎木 榎木

③賛助金・広告集約 吉野・福岡 吉野・福岡・榎木

④ポスター 榎木 榎木

(６)招待試合厚木チーム編成 中野 中野

３　前日準備までに用意するものの担当者

(１)プログラム編成・作成 榎木、吉田（勝） 榎木、吉田（勝）

(２)賞品手配 渡部(亮) 渡部(亮)

(３)カップ回収確認 中野 中野

(４)参加賞(手拭い)手配 藤原 藤原 必要数     枚

(５)掲示物準備 田村 田村

(６)会場案内表示(本大会用) 吉田（勝） 吉田（勝）

(７)大会用具整備 ●中野、坂本 ●中野、坂本

(８)賞状手配 榎木 榎木 必要数を確認して発注

(９)タイムテーブル作成 榎木 榎木

(10)会場使用手続き 舟腰 舟腰

(11)昼食手配 大久保 大久保 必要数は榎木から連絡

(12)出店者手配 榎木、福岡、中野 無し 横浜防具

(13)国旗等準備 中野 中野・坂本
大会用具担当・国旗等の状況に
より対応（アイロン等）する

大野 愛川町会場設備を利用 睦合西公民館から借用

４　大会当日

(１)後片付け 全員 全員 各会場主任が中心となって

(２)ごみ処理 ●相場、諏訪部 ●相場、諏訪部

(３)片付け確認・報告 吉田武文、●天岸 吉田武文、●天岸

(４)反省会 全員 全員
会場片付け後体育館内にて
実施

５　大会終了後

(１)大会結果報告書(礼状)作成 榎木 榎木

(２)大会結果報告書配布(後援団体)榎木 榎木
作成した礼状、プログラム
を各担当に送付

(３)大会結果報告書配布(賛助金)榎木 榎木
作成した礼状、プログラ
ム、手ぬぐいを各担当に送
付（支部は省略）

(４)反省事項の確認 榎木 榎木
寄せられた反省事項を常任
理事会等に報告。次年度へ
反映する。

(５)会計報告 吉野 吉野

(６)大会結果の広報 天岸、●相場、赤間 天岸、●相場、赤間 広報・ＩＴ化推進部

●　複数担当者のなか
の責任者

●　複数担当者のなか
の責任者

審判長選任 審判長選任

(14)マイク・スピーカ準備
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