令和元年度

長野県剣道連盟行事等の連絡【８月号】
一般財団法人 長野県剣道連盟事務局

＜審査会＞
１

全剣連居合道審査会（石川）に於いて以下の会員が六段を授与されました。
矢沢賢一（尚武館）

２

全日本剣道連盟主催（夏季）審査会について
杖道六段、七段審査会 ８月 ２日（金）諫早市中央体育館
剣道七段審査会
８月１１日（日）北海道立総合体育センター 北海きたえーる
８月１７日（土）長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）
８月２４日（土）福岡市民体育館
剣道六段審査会
８月１１日（日）北海道立総合体育センター 北海きたえーる
８月１８日（日）長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）
８月１８日（日）那覇市民体育館
８月２５日（日）福岡市民体育館
《申し込みは終了しました。》

３

令和元年度第２回剣道初段～三段審査会
日 時：令和元年９月２３日（祝）

初段受付 午前 ８時３０分～ ９時００分
二・三段受付 正午１２時００分～１２時３０分
会 場：伊那市民体育館（伊那市西町５８３４番地８ ℡０２６５－７８－２３５６）
《支部締め切り８月２５日（日） 県事務局締め切り９月８日（日）
》

＜大
１

会＞

第４０回北信越国民体育大会出場選手紹介（８月２５日（日）金沢市総合体育館）
【成年女子】
監督
鈴木道穂（長野県剣道連盟常任理事）
先鋒
橋場 萌（信州スポーツ医療福祉専門学校）
中堅
駒込咲季（柳町中学校教諭）
大将
須坂喜江（NTT 東日本）
【少年男子】
監督
大草 務（長野日大高校教諭）
ｺｰﾁ
中島和成（上伊那農業高校教諭） 西澤佳志（松本深志高校教諭）
選手
小口晴矢（長野日大高校）
鈴木悠真（長野日大高校）
〃
宮下昂大（長野日大高校）
山田雅也（松商学園高校）
〃
山浦翔瑛（佐久長聖高校）
清水聖都（上伊那農業高校）
【少年女子】
監督
榛葉 亨（南安曇農業高校教諭）
ｺｰﾁ
藤原慎吾（蓼科高校教諭）
丹羽 貴（上田西高校教諭）
選手
松山彩音（佐久長聖高校）
大平綾香（佐久長聖高校）
〃
鈴木静日（佐久長聖高校）
武井彩姫（松商学園高校）
〃
山極七海（佐久長聖高校）
川田琴美（佐久長聖高校）

＜大会結果＞
１

第４１回 全日本高齢者武道大会（剣道）（６月３日（月）日本武道館）
戦績 団体戦男子 ベスト８
出場選手 先鋒 石田久人（飯山支部）
次鋒 大和正博（塩尻支部）
中堅 池田芳彦（塩尻支部）
副将 橋詰丈夫（上小支部）
大将 黒澤 忠（上小支部）
団体戦女子 ３位
出場選手 先鋒 青木徳子 （長野支部）
中堅 上条寛子 （松筑支部）
大将 小谷洋子 （木曽支部）
個人戦男子 B 組 ２位 小笠原明
個人戦女子
２位 小谷洋子

２

第１３回 長野県小学生剣道錬成大会（７月６日（土）信州スカイパーク体育館）
最優秀賞（１位） 清野秀武舘倉石道場
優秀賞（２位） 青木島剣道少年団
優良賞（３位） 稲里剣道クラブ
敢闘賞
長野剣道スポーツ少年団 豊野町少年剣道クラブ 若穂剣道育成会
ベストマナー賞
五岳館

３

第３９回長野県居合道大会（７月７日（日）上田城跡公園体育館）
団体試合
優勝：上小剣道連盟
準優勝：信州大学 C
３位：澄心館
初無段の部 優勝：井上夏希（上小剣道連盟） 準優勝：壽 友里（信州大学）
３位：和田裕誠（信州大学）
二段の部
優勝：田中沙季（上小剣道連盟） 準優勝：湯浅裕太（信州大学）
３位：溝脇朱音（信州大学）
三段の部
優勝：齋藤太郎（慈恩館）
準優勝：清水 勇（慈恩館）
３位：内田龍之介（自修館）
四段の部
優勝：酒井早苗（上小剣道連盟） 準優勝：ドパールダニエル（上小剣道連盟）
３位：藤田由美子（信州居合道同好会）
五段の部
優勝：田見 龍（慈恩館）
準優勝：池上善彦（慈恩館）
３位：高野智宏（上小剣道連盟）
全国大会出場選考結果
六段の部 矢沢賢一（尚武館） 七段の部 宮原浩義（上小剣道連盟）

４

第１１回全日本女子都道府県対抗剣道優勝大会（７月１３日（土）日本武道館）
出場選手：監督 南都美香子（中野支部）
先鋒 鈴木静日 （佐久長聖高校３年）
次鋒 穂刈真由子（大阪体育大学３年）
中堅 古畑匡希 （長野支部）
副将 須坂喜江 （長野支部）
大将 山崎真由美（大北支部）
戦績 １回戦 長野県 ２対０ 大分県
２回戦 長野県 ０対２ 岐阜県

＜講習会＞
１

全剣連派遣事業長野県居合道講習会
日 時：令和元年８月２４日（土） ９：３０～１７：００
２５日（日） ９：００～１５：３０
会 場：上田市市民の森体育館（上田市芳田３７８０－６５ ℡０２６８－２３－０３６３）
全剣連派遣講師 小倉 昇 範士（栃木県）

２

第４７回居合道中央講習会
期 日：令和元年８月３１日（土）
・９月１日（日）
会 場：京都市武道センター
（長野県派遣受講者：林 憲一 宮原浩義）

３

第１回剣道六・七段受審者講習会
日 時：令和元年９月１４日（土）
会 場：麻績村体育館

受付 ８：３０

講習開始 ９：００

４

剣道四・五段受審者講習会
第１回 令和元年９月１４日（土） 受付 ８：３０ 講習開始 ９：００
第２回 令和元年９月２９日（日） 受付 ８：３０ 講習開始 ９：００
会 場：麻績村体育館（第１回・第２回両日）

５

剣道称号・六・七・八段受審者講習会
日 時：令和元年１０月２６日（土） 受付 １２：３０ 講習開始 １３：００
２７日（日） 受付
８：３０ 講習開始
９：００
会 場：長野市立松代中学校体育館
講 師：範士八段 網代忠宏先生・教士八段 軽米良臣先生・教士八段 保坂武志先生

＜稽古会＞
１

第２回長野県剣道連盟合同稽古会（四・五・六・七段受審者講習会終了後）
期 日：令和元年９月１４日（日）
会 場：麻績村体育館

２

第４回憲友錬成会（第２回剣道初段～三段審査会終了後）
期 日：令和元年９月２３日（日）
会 場：伊那市民体育館

３

長野県剣道連盟定期稽古会は、お盆期間も通常通り行います。

＜連
１

絡＞

剣道称号・六・七・八段受審者講習会の開催期日変更について
年間行事予定では、９月１４日・１５日に剣道称号・六・七・八段受審者講習会を開催す
ると連絡いたしましたが、講師の先生の日程調整を行い、上記＜講習会＞の欄に記載の通り、
期日を１０月２６日・２７日に変更することになりました。急な変更でご迷惑をおかけして
申し訳ありません。なお、剣道六・七段受審者講習会は、９月１４日にも開催いたします。
両講習会共、近日中に要綱を配布いたしますので、よろしくお願いします。
一般財団法人 長野県剣道連盟
住所 〒380-0844 長野市諏訪町５０３
TEL ０２６－２３７－８９３９
FAX ０２６－２３５－８２６６
担当 専務理事 塩 﨑 正 昭

