
                                

   青森県内 高段者（5段以上）の皆様 

令和 4年 8月 

                              

2026青森国体協力金のお礼 

 

今年もまた、「国体協力金」にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

令和 4 年度も新型コロナウィルス感染拡大により、多くの大会、審査会、講習会等が中

止、延期となりました。その社会情勢の中で、限定的ではありますが、中体連、高体連等

が無事開催されたことや、昨年度の女子の全国大会での活躍は、2026 年青森国スポを控え

て、期待の持てる年となりました。 

  本連盟は今年も、スーパーバイザーによるターゲットエイジの強化稽古と共に、コー

チスキルアップ事業に注力しております。 

これもひとえに皆様方の熱いご支援と、ご協力の賜物と思っております。 

 

しかしながら誠に恐縮ではございますが、重ねて以下の点をお願い申し上げます。 

 

１. 国体協力金の領収書は、お振込用紙を以て領収書としていただきたいということ 

２. ご自身の周辺に同じような段位で、稽古を為されておられる剣友がおられましたら、 

是非お声がけ頂き頂きたいということ 

  ３．転勤などでご転居されましたら、ホームページを通じてでもご一報くだされば尚 

    有難いと存じます 

 

誠に勝手なお願いではありますが、限られた人員と費用での取りまとめをしており

ます。何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。 

 

今年は近隣諸国の政情が不安定さを増してきております。 

このような社会情勢の中ではありますが、皆様方のご健康・健勝と益々のご活躍をお

祈り申しあげます。 

青森県剣道連盟                   

                                                e-mail:yoshinobu.k1@dream.com 

                                                国体協力金担当  倉本 吉伸 

                                          https://aokenren.jp 

 

 



1 3/14 ツボタ エイイチ 振込 3/14 紫雲会 手渡 5/15 ゴトウ ミツヒロ 振込
2 4/27 ムカイヤチ ユウイチ 振込 4/15 ヤナセ シンイチ 振込 5/16 サトウ タカオ 振込
3 4/27 ヨシダ ツグト 振込 4/27 振込 5/16 タツタ ハヤマサ 手渡
4 4/27 ヨシダ ユウト 振込 4/27 ノグチ コウジ 振込 5/17 ハラコ イサオ 振込
5 4/27 ハタナカ ケンイチ 振込 4/27 ミヤコ カズヨシ 振込 5/18 ナカイ マナブ 振込
6 4/28 イヅツ ケンイチ 振込 4/27 ミウラ ヤスオ 振込 5/21 ワタナベ コウジ 振込
7 4/28 コシタ ヒロキ 振込 4/27 カワダイ タケヒコ 振込 5/24 ハマベ マサキ 振込
8 4/28 ウルシド ショウタ 振込 4/27 ホリウチ ヒデアツ 振込 5/24 カキザキ ヒカル 振込
9 5/6 モリ スミエ 手渡 4/27 イシザワ トクナリ 振込 5/25 タムラ マサト 振込

10 5/6 キムラ アヤコ 手渡 4/28 マツムラ アキノリ 振込 5/26 オサナイ カズト 振込
11 5/7 タニグチ マナブ 振込 4/28 ヨコヤマ カズオ 振込 5/27 ハギワラ ヨシヒサ 振込
12 5/9 イトウ トシヤ 振込 4/29 タカダ コウイチ 振込 5/30 ナカノワタリ ユミコ 振込
13 5/11 カサイ カズノシン 振込 5/2 クドウ ナルヒコ 振込 5/30 ニカイ コウキ 手渡
14 5/30 イズミ コウスケ 手渡 5/2 ヤマヤ ホウヘイ 振込 5/31 サトウ マサカズ 振込
15 6/6 モリ シロウ 振込 5/2 タケハラ トシオ 振込 6/7 キムラ ノリアキ 振込
16 6/8 ミズナシ マサト 振込 5/2 イシザワ シンゴ 振込 6/8 シモヤマ フサオ 振込
17 7/21 ヤスダ ヒデヒロ 振込 5/2 ノリアゲ イサオ 振込 6/13 イダ タカヤ 手渡
18 7/22 ナカノ トシヒコ 振込 5/2 アサイシ ヒデカズ 振込 6/17 ハシモト タカヒロ 振込
19 7/29 コバヤシ チフミ 振込 5/4 タナカ エリコ 振込 6/23 シバタ マサト 振込
20 9/20 コガワ ノブコ 振込 5/6 アカヌマ タツヤ 振込 6/30 ワタナベ タイゾウ 振込
21 5/6 カサイ ハルチヨ 振込 6/30 オガサワラ ヒロユキ 振込
22 5/6 サクライ タクミ 振込 7/4 ヤマウチ アキト 振込
23 5/6 ミヤモト コウエツ 振込 7/5 ナカムラ モトハル 振込
24 5/6 モリ カズヤ 手渡 7/6 フジモリ ユカ 振込
25 5/6 ヤマウチ ヒロシ 振込 7/12 ホソカワ ヒロキ 振込
26 5/6 エビナ トオル 振込 7/26 コバヤシ タケシ 振込
27 5/9 ソウマ キヨヒコ 振込 7/29 シモヤマ キヨヒデ 振込
28 5/9 ハンダ トシヒサ 振込 8/10 振込
29 5/9 カワカミ ヨシキヨ 振込 9/6 カワダイ アキノリ 振込
30 5/9 オオタ ユウコ 振込 9/12 オウサカ タカシ 振込
31 5/9 オダギリ サトル 振込 9/12 オオタ タツハル 振込
32 5/9 フジモト カツヒロ 振込 9/23 ヤコウ タカミツ 振込
33 5/11 イシブミ トオル 振込 9/26 イシバシ ツネオ 振込
34 5/11 ササキ カズオ 振込
35 5/12 クジ ゴロウ 振込
36 5/12 ヤシマ アキラ 振込
37 5/13 ナカムラ シゲキ 振込
38 5/13 ゴトウ トシノリ 振込

※敬称略（個人情報保護のため、お振込名と同様、カタカナ表示とさせていただいております）

大変恐縮ですが万一、当方の付け間違いがありましたら、お申し出で下さい。
お手渡しで頂いた方々には、領収書をお渡ししておりますが、領収書の必要がありましたらお申し出で下さい。
まだ、募集をしております。宜しくお願い申し上げます。

振込口座　青森銀行栄町支店　普通口座　3025685　国体協力金担当　倉本吉伸

令和4年7月12日おに振込いただきました　ホソカワ　ヒロキ様　お名前を間違えました。ご容赦ください。
広報担当　倉本　吉伸
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七戸町剣友会

青森武道具




