
上小剣道連盟（上田剣道連盟） 所属団体一覧（剣道のみ） R03/4/1現在

コード 旧上田市内 七つで一団体 代表 生徒数 指導者数 回数/年
年=51週

のべ人数
活動場所

生徒年間

のべ人数
指導者

1
旧上田小学

生
上田市剣道スポ少中央分団 小出　隆 15 7 150 3300

城跡体育館剣道場

火曜：18：30〜19：30

城跡体育館剣道場

土曜：9：00〜13：00

城跡体育館剣道場

日曜：10：00〜13：00
2250

小出、宮川、小林（俊）、小林（純）、岡村、安田、松

澤

2
旧上田小学

生
上田市剣道スポ少東分団 市村　恵一 7 5 96 1152

東小学校体育館

土曜：15：00〜17：00

東小学校体育館

日曜：8：00〜10：00
672 市村、飛知和、矢ケ崎、大澤、山邉

3
旧上田小学

生
上田市剣道スポ少南分団 工藤　泉 8 6 45 630

南小学校

8:00～9:30

冬：川西公民館

土曜：9：00〜10：30
360 工藤、橋詰、佐藤、小山、高野、渡邉

4
旧上田小学

生
上田市剣道スポ少豊殿分団 澤田　かおり 10 4 96 1344

豊殿小学校体育館

水曜：19：00〜20：30

豊殿小学校体育館

日曜：7：00〜8：30

冬期間：改善センター

水曜、日曜
960 澤田、森澤、細田

5
旧上田小学

生
上田市剣道スポ少神科分団 権田　謙二 17 11 150 4200

上野が丘公民館社会体育館

日曜7：00〜8：30

神科小学校体育館

水曜：19：00〜20：30

神科小学校体育館

金曜：19：00〜20：30
2550

権田、小林（達）、仁木、涌井、金森、塚原、木下、斉藤、末

永、仁木（良）、石黒

6
旧上田小学

生
上田市剣道スポ少川西分団 浅野　武史 6 7 50 650

川西公民館

土曜：14：30〜17：30
300 浅野、檀原、久保田、関、久保田(慎)

7
旧上田小学

生
上田市剣道スポ少塩田分団 大平　弘行 6 7 80 1040

塩田西小学校体育館

日曜：8：30〜10：00

冬：東塩田改善センター

日曜：8：30〜10：00

塩田中学校体育館

水曜：19:00～20:30
480 大平、黒澤、早田、大木、綱島(範)、坂下、吉田

※一般対象

8 剣連 剣連稽古会 藤極　清隆 22 3 102 2550
城跡体育館剣道場

火曜：19：30〜21：00

城跡体育館剣道場

金曜：19：30〜21：00
2244 藤極、橋詰、丹羽

91 50 769 14866
（旧上田市の小学生と、上小一般

の年間延べ人数）
9816 ※指導者は延べ人数に入れない

※旧上田市以外の独立団体 生徒数 指導者数 回数/年
年=51週

のべ人数
活動場所

生徒年間

のべ人数

10 丸子１ 丸子少年少女剣道教室 林　和一 13 4 39 663
丸子総合体育館

土曜：9：30～11：30
507 林（代表）、清水, 山口, 池田

11 丸子２ 丸子つゆくさ剣道スポ少年団
清水　亨

(代)山口
12 2 40 560

丸子総合体育館

土曜：9：30～11：30

丸子中学校体育館

木曜：19：00～21：00
480 清水（代表）、山口

12 真田 真田剣道スポーツ少年団 田中　昌彦 11 9 40 800
真田体育館

土曜日：13：30～15：30
440

田中（昌）、柏倉、櫻井、清水、坂口、田中（輝）、宮

下、中山、他１名

13 武石 たけし剣道教室 林　和一 0 0 0 0 0 林

36 15
（旧上田市以外の小学生の年間延

べ人数）
1427 ※指導者は延べ人数に入れない

※上田市周辺の市町村↓ 生徒数 指導者数 回数/年
年=51週

のべ人数
活動場所

生徒年間

のべ人数

14 青木村 青木村剣道スポーツ少年団 花村　伸章 7 6 100 1300
青木小学校体育館

水曜：19：00〜20：30

青木小学校体育館

日曜：8：00〜9：30
700 (代表)花村、田村、荒井、平岡、他２名

15 長和町 長和町剣道スポーツ少年団 舟久保　隆洋 5 5 130 1300
長和町長門町民体育館剣道場

火曜19:00～20:30

長和町長門町民体育館剣道場

木曜19:00～20:30

長和町長門町民体育館剣道場　水

曜19:30～21:00(希望者のみ)
650 舟久保、小林、翠川、小林、児玉

16 東御市 東御市剣道教室 柳沢　伸哉 10 3 120 1560 東御市武道館　剣道場 1200 柳沢、他２名

17 東御市 和剣道スポーツ少年団 西原　日文 13 4 80 1360
東御市和小学校体育館（19名）

土曜日　16：30～18：30

冬期間；東御市武道館（19名）

土曜日17：00～19：00

東御市武道館（希望者のみ6名）

日曜日　9：30～11：30
760 西原、依田（裕）、山浦、赤尾

18 東御市 尚武館剣道スポーツ少年団 北澤　由紀男 7 4 40 440
長野県東御市下之城962-3

東御市ふれあい体育館
280 北澤（由）、北澤（良）

19 0 0

（市外小計） 42 22
（上田市以外の周辺市町村小学生

の年間延べ人数）
3590 ※指導者は延べ人数に入れない


