
                                      2014年 3月 18日 

             和歌山県スポーツチャンバラ協会の沿革 

 

  1995年 

    ３／１２     新宮市体育指導連盟講座             ( 柚岡・山田 ) 

    ８／１９～２１  有朋館和歌山かつらぎ町合宿   紀北青年の家      (有朋館) 

 

  1997年 

    １／２６     桃山町教育委員会 中高年者講習会  桃山町立体育館 

 

  2001年 

    ３／２５    県協会設立準備会発足 

    １１／１１   ニュースポーツセミナー   かつらぎ町    ( 柚岡・神田・花田 ) 

 

  2002年  

２／１７      体験講習会          和歌山市 

６／１５      体験講習会          河南体育館 

    ８／８       田辺市ヤーヤーまつり     田辺市     ( 林・柚岡(太) ) 

    １０／１３～１４  強化合宿           橋本市紀伊見温泉 

    １０／２４     指導員養成講座        県立体育館     ( 林・本畠 ) 

    １１／３０     花園村講習会         花園村小学校体育館 

    １２／１４～１５  串本町指導員養成講習会    潮岬青少年の家  ( 花田・片山 ) 

     

  2003年 

    ５／２５      和歌山市講習会        和歌山市有功小学校体育館 

    ７／１４～８／３０ 粉河町連続講習会全 10回    粉河町武道館 

    １１／１４     ももやま体育王国       桃山町町立体育館 

 

  2004年 

    １／９    和歌山ニュースポーツセミナー会議  和歌山市 

    ２／２８   太田小学校講習会          太田小学校体育館              ( 林 ) 

    ５／２４   那賀郡青年会議所講習会       粉河町役場    ( 福森・林・柚岡（太）) 

    ７／９    ももやま体育王国          桃山町立体育館      ( 林・柚岡（太）) 

    ８／１    桃山町講習会            和歌山市調月小学校 

    ８／７    有田市講習会            有田市箕島小学校体育館 

    １０／３   有田インストラクター講習会    有田市箕島小学校体育館( 柚岡・林・柚岡（太）) 

    １０／２３  太田小学校講習会         有田市箕島小学校体育館          ( 林 ) 

    １１／７  第 1回和歌山スポーツチャンバラ選手権大会 和歌山県立体育館 

           大会会長   和歌山県スポーツチャンバラ準備会事務局長  安田孝雄 

           大会委員長  全護連近畿地区連絡協議会事務局長      柚岡一禎 

           審判長    奈良県スポーツチャンバラ協会会長      篭田彰宏 

           運営委員長  大阪スポーツチャンバラ協会 指導部長    林 光一 

           大会委員   福森高夫 

 

 

 

 

 

 

 



   2005年 

    １／１５    有田市講習会             有田市 

    ３／５     有田市講習会             有田市 

    ３／５     近鉄カルチャーセンター打合せ     近鉄カルチャーセンタ 

    ３／１２    近鉄カルチャーセンター体験会     近鉄カルチャーセンタ 

    ３／２６    有田市講習会             有田市 

    ４／９     和歌山ビッグ体験講習会        和歌山ビッグ愛        ( 柚岡(太) ) 

    ５／１７    有田市合宿下見、クラブ立ち上げ    有田市 

    ６／１８    太田小学校講習会           太田小学校      ( 林・柚岡（太）) 

    ７／１６    和歌山大会実行委員会         和歌山市本町 ここさビル 

    ７／２６    大阪府泉南市インストラクター講習会  有朋館               （ 石上 ） 

    ８／２０～２２ 大阪府協会合同合宿          有田市 

    ８／２１    第２回和歌山スポーツチャンバラ選手権大会 有田勤労者体育センター 

             大会会長   スポーツクラブありだ 代表  紺野悦子 

             大会副会長  和歌山市本町道場代表     福森高夫 

             大会委員長  由良町            岡崎昭憲+ 

             審判長    大阪スポーツチャンバラ協会  常任理事 安田孝雄 

             運営委員長  スポーツクラブありだ     由良孝誠 

    ９／４     和歌山高野山ＢＢＳ講習会      紀北青少年の家 

    ９／１１    和歌山高野山ＢＢＳ講習会      紀北青少年の家 

    ９／２５    和歌山高野山ＢＢＳ講習会      紀北青少年の家 

    ９／１７    近鉄クラブ発足           近鉄カルチャーセンター 

 

   2006年 

    ２／２５   子供センター体験講習会      紀伊小学校     （石上・柚岡（太） ） 

    ６／４    インストラクター1日養成講座    県立橋本体育館  （ 安田・林・高橋 ） 

    ６／１１   インストラクター1日養成講座   県立橋本体育館    （安田・林・高橋 ） 

    ６／１７   太田小学校講習会   太田小学校体育館 （ 林・大江・山下・澤田・川口 ） 

    ７／１６  第３回スポーツチャンバラ和歌山大会  桃山勤労者体育センター 

           大会会長   和歌山県ＢＢＳ連盟会長        高垣晴夫 

           大会委員長  高野山ＢＢＳ会会長          大江隆之 

           審判長    大阪府スポーツチャンバラ協会常任理事 安田孝雄 

           運営委員長  高野山ＢＢＳ会            川口充紀 

    ７／１６  和歌山県スポーツチャンバラ協会設立会議 

    ９／１７  和歌山県スポーツチャンバラ協会臨時総会 

    １１／１６ 桃山町合同稽古        桃山道場      （ 安田・大江・石上 ） 

１２／２  紀北青少年の家体験講習会   紀北青少年の家  （ 林 ） 

 

 2007年 

   ☆2007年 3月 18日に開催された 

「全国４７都道府県協会 会長会議の御知らせ」の案内書の宛名書きが、下記のように表記されている。 

 

〒590-0515 

         大阪府泉南市信達六尾５９６ 

      和歌山県スポーツチャンバラ協会 会長 福森高夫 先生 

  

     発信者 

      社団法人 日本スポーツチャンバラ協会 

           国際スポーツチャンバラ協会 

            会 長  田 邊 哲 人 



    １０／８  第４回スポーツチャンバラ和歌山大会 和歌山県立体育館（補助体育館） 

           大会会長   和歌山県スポーツチャンバラ協会会長   安田孝雄 

           大会委員長  和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   福森高夫 

           大会副委員長 和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   石上公望 

           審判長    和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   柚岡太一郎 

           運営委員長  和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   由良孝誠 

2008年 

    １１／２ 第５回スポーツチャンバラ和歌山大会 和歌山県立武道館 

           大会会長   和歌山県スポーツチャンバラ協会会長   安田孝雄 

           大会委員長  和歌山県スポーツチャンバラ協会理事長  石上公望 

           大会副委員長 和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   福森高夫 

           審判長    和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   柚岡太一郎 

           運営委員   和歌山県スポーツチャンバラ協会理監査  澤田泰雄 

 

2009年 

    １０月４日 第６回スポーツチャンバラ和歌山大会 岩出市立市民総合体育館 

           大会会長   和歌山県スポーツチャンバラ協会会長   安田孝雄 

           大会委員長  和歌山県スポーツチャンバラ協会理事長  石上公望 

           大会副委員長 和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   岡崎昭憲 

           審判長    和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   柚岡太一郎 

           運営委員長  和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   瀧本友紀 

 

2010年 

    １１／７ 第７回スポーツチャンバラ和歌山大会 和歌山県立武道館 

          大会会長    和歌山県スポーツチャンバラ協会会長   安田孝雄 

          大会委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事町  石上公望 

          大会副委員長  和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   岡崎昭憲 

          審判長     和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   柚岡太一郎 

副審判長    和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   福森高夫 

          運営委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   瀧本友紀 

 

2011年 

    ６／２６ 第８回スポーツチャンバラ和歌山大会 河南総合体育館 

          大会会長    和歌山県スポーツチャンバラ協会会長   安田孝雄 

          大会委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事町  石上公望 

          審判長     和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   福森高夫 

副審判長    和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   柚岡太一郎 

          運営委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   由良孝誠 

 

2012年 

    ６／１０ 第９回スポーツチャンバラ和歌山大会 河南総合体育館 

          大会会長    和歌山県スポーツチャンバラ協会会長   安田孝雄 

          大会委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事町  石上公望 

          審判長     和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   福森高夫 

副審判長    和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   柚岡太一郎 

          運営委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   由良孝誠 

 

 

 

 



2013年 

    ６／９ 第１０回スポーツチャンバラ和歌山大会    河南総合体育館 

                    （ 兼：第 22回近畿大会 ） 

          大会会長    和歌山県スポーツチャンバラ協会会長   安田孝雄 

          大会委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事町  石上公望 

          審判長     和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   福森高夫 

副審判長    和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   柚岡太一郎 

          運営委員長   和歌山県スポーツチャンバラ協会理事   由良孝誠 

 

 


