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No.

期　日:平成23年10　月　2　日(目)

試合場:第　2　試合場

試合傾:第12　試合

会　場:県立下関武道館

第66回国民体育大会　剣道競技　結果

成年男子 ��1回戦 ��準決勝戦 

成年女子 ��ｲ�2回戦 ��3位決定戦 

○ 傅ﾙD�&ｨ��� �8���ﾒ� 佇飲��ﾒ�

】少年女子l 姪H���ﾒ�

記録委員主任 苓ｴﾉ�ｦﾙDb�

関東和寛 ��

主審 �79;儻ｸﾊr�順序 ��id��剋泱N 劔(hﾉ��剳寶ｫ 劔大将 劍��)�B�総本数 傚�2�

井 上 孝 伜"�ﾏｲ�氏 名 侏B�62�刪� 堀 劔X��慥�剄� 屋 劔七 夕 剴B�5 ��ｲ�

勝敗 ��ｲ�凵� 劍���凵� 劔○ 

反則 �����刮� 劍���刮� 劔回 

読 A E) 経 過 �8�� ����メ ��辛 �� 亦�コ �62� �������ド ��本 ■ 

副審 剴��2 ����2�1 �"�JI 3 ���～2 ����2�1 �"�3 �1 �"� 

新 渇 劔劔劔刮� 長 剴2�1 ���× 

香河 田田 郡清 秀実 剪� �B�+r� ��延 長 �8�� 僭��+r� �� � ��-延 長 
反則 �����刪皷� 劍���刮� 劔回 

勝敗 ����凵~ 劍�ｲ�凵~ 劔× 

氏 名 豫r��ﾂ�剪� 山 劍贅�ﾏｲ�62�剞ﾎ 田 劔内 藤 

相.殺 劍���刮� 劍���刮� 劔回 剪�

時間 剴YZ｣39V"��4分54秒 剴瓜｣�儼"��3分43秒 劔4分0秒 
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No.

期　日:平成23年10　月　2　日(日)

試合場:第　2　試合場

試令順:第　8　試合

会　場:県立下関武道館

第66回国民体育大会　剣道競技　結果

成年男子lO �����ﾘ�ｲ�準決勝戦 

成年女子[ �(���ﾖﾂ�3位決定戦 

○ 傅ﾙD�&ｨ��ﾂ�3回戦1 佇飲��ﾒ�

I少年女子l 姪H���"�

主審 �79;儻ｸﾊr�順序 ��id��次鋒 �(hﾉ��副将 ��X嵂�傚�)�B�総本数 傚�2�

鳥 未 秀 副審 ����ｨ��氏 名 丶b��ﾂ�-中 山 俶ﾒ�ﾏｲ�62�石 田 �>��:���2�4 ��ｲ�

勝敗 ��ｲ�○ ����○ ��"�

反則 弌��回 �(���1回 弌��

読 A 口 経 �8��｢��ﾂ��#2�メt ■ 123 延 -長 亦�����#2�メド木 ■ 123 亦�����#2�

_⊥▲ ��壁 刮� ���� �B�1 �"�× 

末船 平津 佑晋 二治 佛｢�72�過 �+r��5)Kﾙ+r�長 �+r�
反則 �����回 弌��回 �����

勝敗 ����× ��ｲ�× ��"�

氏 名 舒r�ﾊ��伊 餐 伜"��嵂�gｲﾒ�山( 都 本- ����gｲ�

相殺 劍���回 弌��回 弌����

時間 剴iZ｣CyV"�4分.37秒 �9Z｣�IV"�3分30秒 的Z｣�V"�
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受 付 疲�� 第32回北借越国民体育大会

結果一覧　　　　　報告者氏名‥　青柳俊幸

競 技 No. �#"ﾒ�JL土 兄兄 技 名 佶Y;仄8ｵ｢�期 日 嶋ﾈ�#�?｢�

●成年女子

＼ ���2 石川 �2�Y�B�4 迭�勝数 傚�(ｫ��絵本赦 傀x犬�長野 劍ｷｸ�"�新潟 

1 長野 ����(事 ��r��亡妻 忠�B�4 ����14 ����

2 石川 冏��＼ ��ｩ�b�∈詩 ��ヲ�2 澱�8 �"�

3 福井 冏��Q ����A 飛�2 澱�6 �2�

4 富山 冏��zA ��運��＼ ���1 迭�7 釘�

5 新潟 陸��･zA ��"�闘 ����1 �2�4 迭�

●少年男子 

＼ ���2 福井 �2�+ynﾂ�4 迭�勝数 肇��8ｬ2�総本数 傀x犬�新潟 劍ﾆ(�"�石川 

1 新潟 ����(章 册8ﾜ��(妻 俯��4 ��r�20 ���

2 福井 ��"�＼ ��"�zA 俯��1 澱�10 釘�

3 長野 ��ｨｾ��闘 ����△ ��ｩ�b�1 澱�6 迭�

4 富山 陸��(諺 �:ﾂ�＼ 宙�ｲ�3 ��B�20 �"�

5 石川 陸��zA �:ﾂ�zA ����1 途�10 �2�

●少年女子

＼ ���2 新潟 �2�Y�B�4 迭�勝数 傚�(ｫﾒ�松本政 傀x犬�石川 剪ﾒ罐｢��富山 

1 石川 ����盆 册8ﾜ��巨額 仍���3 ��B�19 ���

2 新潟 茶��＼ 冉b��盆 儿�*B�3 免ﾂ�13 �"�

3 福井 ��ｨｾ��△ ����盆 儿��0 澱�8 迭�

4 長野 冏��闘 ����ｲ�＼ 冏��2 ����10 �2�

5 富山 陸��盆 忠}��唇) ����2 湯�ll 釘�


