令和元年度

長野県剣道連盟行事等の連絡【３月号】
一般財団法人 長野県剣道連盟

＜開催中止の行事＞
新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが高まってきており、参加者及び関係者の健康・安全
面を考慮して、開催を予定していた以下の行事を中止します。
１

第１２回長野県剣道連盟支部対抗剣道大会・第７回憲友錬成会
期 日：令和２年３月 １日（日） 会 場：伊那市民体育館

ロジテックアリーナ

２

令和元年度第３回・第４回剣道四・五段受審者講習会
第３回：令和２年３月 ８日（日） 会 場：ことぶきアリーナ千曲
※終了後に予定していた第３回長野県剣道連盟合同稽古会も中止
第４回：令和２年３月１４日（土） 会 場：長野市立川中島中学校体育館

３

令和元年度剣道称号・六・七・八段受審者講習会
期 日：令和２年３月１４日（土）・１５日（日）

会

場：長野市立川中島中学校体育館

＜開催検討中の行事＞
１

第４回剣道初段～三段審査会（終了後：第８回憲友錬成会）※延期または中止の場合あり
日 時：令和２年３月２０日（金・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：長野運動公園総合運動場総合体育館（長野市吉田 5-1-19 ℡026－244－3290）

２

第４２回全国スポーツ少年団剣道交流大会
日 時：令和２年３月２７日（金）～２９日（日）
会 場：長野市真島総合スポーツアリーナ（長野市真島町真島 2268-１ ℡026－283－7977）

＜大会結果＞
１

第６８回全日本都道府県対抗剣道優勝大会長野県予選会（２月１１日開催）
先鋒の部：
宮下 昂大（長野日大高校）＊長野県剣道連盟推薦
次鋒の部：１位 中野晃太郎（松本大学）
２位 横田 寛大（日本大学）
３位 二川 悠記（明治大学）
３位 山本 泰斗（信州大学）
五将の部：１位 矢野 博之（長野支部）
２位 緒方 大地（塩尻支部）
３位 大石 鉄也（飯田下伊那支部）３位 近藤 和貴（長野支部）
中堅の部：１位 中村 諒 （佐久長聖中教） ２位 石坂 仁 （柳町中教）
３位 小林 慎弥（上田第四中教） ３位 中村 淳志（日義中教）
３将の部：１位 西澤 慎也（県警機動隊）
２位 市岡 祐典（県警機動隊）
３位 髙野 悠 （県警機動隊）
３位 宮本 和真（県警機動隊）
副将の部：１位 町田 育哉（長野支部）
２位 熊谷 伸昭（飯田下伊那支部）
３位 原山 英章（長野支部）
３位 廣前 治泰（塩尻支部）
大将の部：１位 榛葉 亨 （大北支部）
※各部門１位が４月２９日（祝）エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育館）で行われる
第６８回全日本都道府県対抗剣道優勝大会に長野県代表選手として出場します。

２

第１２回長野県女子剣道年代別選手権大会（２月１１日開催）
先鋒の部：１位 中村あずさ（更埴支部)
２位 小坂 美穂（長野支部）
３位 古根 遥佳（飯田下伊那支部）
中堅の部：１位 駒込 咲季（長野支部）
２位 溝辺いずみ（更埴支部）
大将の部：１位 須坂 善江（長野支部）
２位 南都美香子（中野支部）
３位 土屋 理紗（佐久支部）

３

第７回長野県小学生剣道選手権大会（２月１１日開催）
１位 大塚 煌希（若穂剣道育成会）
２位 横田 さと（稲里剣道クラブ）
３位 川崎 好誠（清野秀武舘倉石道場）
３位 西澤陽和太（稲里剣道クラブ）

４

第７回長野県中学生剣道選手権大会（２月１１日開催）
【男子】
【女子】
１位 小平 陽登（佐久長聖中学校）
１位 川手ひなた（下条中学校）
２位 徳竹航之介（南宮中学校）
２位 永井 華蓮（松代中学校）
３位 青山 湊 （松代中学校）
３位 塚田 真結（若穂中学校）
３位 嶋田 康佑（若穂中学校）
３位 降旗 碧海（梓川中学校）

５

長野県剣道連盟会長杯争奪 第４回長野県高嶺剣道大会（２月１５日開催）
【浅間山の部（団体試合）
】
【御岳山の部（女子個人試合）】
優 勝 竜胆剣友会
優 勝 青木 徳子（善光寺）
準優勝 塩尻剣道連盟
準優勝 小谷 洋子（春よこい）
第３位 諏訪地区
第３位 矢野 秀子（塩 尻）
【八ヶ岳の部（男子個人試合）
】
◇赤岳組（75 歳以上）
◇横岳組（74－70 歳）
優 勝 山浅不二夫（上伊那）
優 勝 池田 芳彦（塩 尻）
準優勝 宮下 芳夫（上伊那）
準優勝 星川 輝雄（須 坂）
第３位 中原 千秋（安曇野）
第３位 召田 義明（松 筑）
◇硫黄岳組（69－65 歳）
◇阿弥陀岳組（64 歳以下）
優 勝 大和 正博（塩 尻）
優 勝 石田 久人（高社山）
準優勝 小泉 照雄（諏 訪）
準優勝 鈴木 賢二（善光寺）
第３位 青木 健次（塩 尻）
第３位 小林 義周（竜 胆）

６

小坂憲次杯第２回長野県剣道大会（２月２３日開催）
【小学生の部】
優 勝 清野秀武舘倉石道場
準優勝 稲里剣道クラブ
第３位 青木島剣道少年団
【中学男子の部】
【中学女子の部】
優 勝 南宮中学校
優 勝 清野秀武舘倉石道場
準優勝 長野剣道スポーツ少年団
準優勝 南宮中学校
第３位 稲里剣道クラブ
第３位 柳町中学校
【成年女子一部】
【成年女子二部】
優 勝 慈恩館
優 勝 てるこくらぶ
準優勝 ぱおん
準優勝 長野市剣道連盟女子部 梅
第３位 信州大学剣友会
第３位 春艶会

【成年男子一部】
優 勝 清野秀武舘倉石道場
準優勝 長野県警察剣友会
第３位 長野剣道スポーツ少年団

＜令和２年度当初

【成年男子二部】
優 勝 剣友会
準優勝 長野剣道スポーツ少年団
第３位 長工 櫻剣会 Ａ

県連主催行事＞

１

令和２年度第１回剣道四・五段審査会
期 日：令和２年４月１９日（日）
会 場：麻績村体育館（東筑摩郡麻績村麻上町 8425 ℡0263－67－2240）
※支部締切り：３月２０日（金・祝） 県連事務局締切り：４月５日（日）

２

令和２年度国民体育大会成年男子予選会
第１３回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会長野県予選会兼国民体育大会成年女子予選会
期 日：令和２年４月２６日（日）
会 場：ことぶきアリーナ千曲（千曲市杭瀬下 2-1 ℡026－273－0010）
※詳細は後日ＨＰに掲載

３

令和２年度第１回初～三段審査会
期 日：令和２年５月３１日（日）
会 場：ことぶきアリーナ千曲（千曲市杭瀬下 2-1 ℡026－273－0010）
※支部締切り：４月３０日（木） 県連事務局締切り：５月１０日（日）

＜報
１

告＞

令和２年２月２２日（土）ことぶきアリーナ千曲において、長野県剣道連盟強化委員会による、
第２回小中高校生強化錬成会を実施しました。この強化錬成会は昨年度より始まり、２０２７年
長野国体開催に向けた長期強化計画として剣道の普及発展、強化を目的に行われており、今回は
大学生、県警機動隊も参加して開催されました。
◇参加人数◇
小学生７５名 中学生５９名 高校生３９名 大学生･専門学校生１２名 一般１０名
◇指導者◇
小学生１６名 中学生１２名 高校生５名
◇長野県剣道連盟強化委員会◇
委員長 鈴木 道穂
一 般 常田 政邦
高校生 榛葉 亨
大草 務
丹羽 貴
藤原 慎吾 西澤 佳志 中島 和成
中学生 北澤 直樹 野村 正樹 安藤 晴樹 井上 盛夫 北條 度之 山本 裕貴
小学生 倉石 秀章 町田 育哉 小林 俊介 岩間 昇
中野 勲
関島 聡

一般財団法人 長野県剣道連盟
住所 〒380-0844 長野市諏訪町503
専務理事 塩 﨑 正 昭
TEL ０２６－２３７－８９３９
FAX ０２６－２３５－８２６６

