
平成 25 年 10 月吉日                                      塩尻剣道連盟事務局 

                                                                                                                        今後の行事連絡 
 

� 審査会審査会審査会審査会    
1.1.1.1. 全日本剣道連盟主催審査会全日本剣道連盟主催審査会全日本剣道連盟主催審査会全日本剣道連盟主催審査会    

� 全剣連夏季の審査会（沖縄）に於いて以下の会員が六段を授与されました。全剣連夏季の審査会（沖縄）に於いて以下の会員が六段を授与されました。全剣連夏季の審査会（沖縄）に於いて以下の会員が六段を授与されました。全剣連夏季の審査会（沖縄）に於いて以下の会員が六段を授与されました。    
【杖道六段】横山幸明横山幸明横山幸明横山幸明（長野支部） 

 

� 教士審査会（剣道・居合道・杖道）教士審査会（剣道・居合道・杖道）教士審査会（剣道・居合道・杖道）教士審査会（剣道・居合道・杖道） 

 日時：11 月 9日（土）  場所：北海道、東京、愛知、兵庫、福岡    

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り締め切り締め切り締め切り済済済済》》》》    

� 錬士審査会（剣道・居合道・杖道）錬士審査会（剣道・居合道・杖道）錬士審査会（剣道・居合道・杖道）錬士審査会（剣道・居合道・杖道）    

 日時：11 月 26 日（火） 

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》    

� 剣道六段審査会剣道六段審査会剣道六段審査会剣道六段審査会    

 【愛知】日時：11 月 17 日（日） 場所：名古屋市枇杷島スポーツセンター 

 【東京】日時：11 月 25 日（月） 場所：日本武道館 

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》    

� 剣道七段審査会剣道七段審査会剣道七段審査会剣道七段審査会    

 【愛知】日時：11 月 16 日（土） 場所：名古屋市枇杷島スポーツセンター 

 【東京】日時：11 月 26 日（火） 場所：日本武道館 

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》    

� 剣道八段審査会剣道八段審査会剣道八段審査会剣道八段審査会    

 日時：11 月 27 日（水）、28 日（木） 場所：東京武道館 

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》    

� 居合道六段審査会居合道六段審査会居合道六段審査会居合道六段審査会        11月 16日（土） 江戸川区スポーツセンター 
《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》    

� 居合道七段審査会居合道七段審査会居合道七段審査会居合道七段審査会        11月 16日（土） 江戸川区スポーツセンター 

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》    
2.2.2.2. 平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    第２回剣道四・五段審査会（主管：長野支部）第２回剣道四・五段審査会（主管：長野支部）第２回剣道四・五段審査会（主管：長野支部）第２回剣道四・五段審査会（主管：長野支部）    

  日時：10 月 27 日(日) 午前 8時 30 分～9時 00 分 受付 

場所：長野市豊野体育館 (長野市豊野 624 TEL026-257-5875  TEL026-257-5875) 
《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り締め切り締め切り締め切り済済済済》》》》    

3.3.3.3. 平成平成平成平成 25252525 年度杖道五段以下審査会（主管：杖道部会）年度杖道五段以下審査会（主管：杖道部会）年度杖道五段以下審査会（主管：杖道部会）年度杖道五段以下審査会（主管：杖道部会）    
日時：11月 17日(日)  午前 9時 30分～ 審査開始 10時 15分～ 
場所：下諏訪町下諏訪南小学校体育館 

 

� 講習会講習会講習会講習会    
1.1.1.1. 平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    第第第第 1111 回剣道六・七・八段受審者講習会回剣道六・七・八段受審者講習会回剣道六・七・八段受審者講習会回剣道六・七・八段受審者講習会    

期日：10月 5日(土) 6日(日） 
会場：5日（土）長野市豊野体育館 （長野市豊野 624 TEL026-257-5875） 
      6日（日）南長野運動公園体育館（長野市篠ノ井東福寺字上組北 320 TEL026-293-4048） 
      ※1日目・2日目の会場が変わりますので、ご注意ください。 

受講資格：長野県剣道連盟登録会員で、剣道五段以上の者。 

ただし、本講習会は平成 25 年度・26 年度、剣道六・七・八段・称号受審希望者の指定講習とし、2 日間

の参加を原則とする。 

講師：剣道範士八段剣道範士八段剣道範士八段剣道範士八段        松永政美松永政美松永政美松永政美    先生先生先生先生（全日本剣道連盟副会長） 
剣道範士八段剣道範士八段剣道範士八段剣道範士八段        梯梯梯梯    正治正治正治正治    先生先生先生先生（全日本剣道連盟試合・審判委員会委員長） 
剣道教士八段剣道教士八段剣道教士八段剣道教士八段    東東東東    良美良美良美良美    先生先生先生先生（愛知） 

 日程：10月 5日（土）    10月 6日（日) 

１２：３０～ 受付    ８：３０～ 受付 

１３：００  開講式、講話、講習  ９：００  講習 

１５：３０   合同稽古会  １４：００  閉講式 

１６：３０  終了   １４：１５  合同稽 

     １５：００  終了 

 講習内容：①高段位に向けた剣道修行について（講話） ②実技指導、模擬審査 

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》 

2.2.2.2. 中野支部剣道講習会・稽古会中野支部剣道講習会・稽古会中野支部剣道講習会・稽古会中野支部剣道講習会・稽古会    



期日：10月 26日（土）27日（日） 

会場：中野市民体育館剣道場（中野市大字一本木 590-1 TEL0269-26-3572） 
講師：剣道教士八段  居合道教士八段 伊藤知治 先生 

※ 日程、申込み方法など詳細は、中野市剣道連盟 HP（http://nakanokendo.gouketu.com/）をご覧下さい。 
3.3.3.3. 第９４回全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」第９４回全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」第９４回全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」第９４回全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」        

日時：10 月 25 日(金)～27 日(日) 場所：岩手県営武道館 

受講資格：長野県剣道連盟の会員であり剣道三段以上 かつ 平成２５年１０月２４日以前に２２歳以上の者 

《《《《長野長野長野長野剣連事務局剣連事務局剣連事務局剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》 

4.4.4.4. 平成平成平成平成 25252525 年度長野県スポーツ指導者研修会年度長野県スポーツ指導者研修会年度長野県スポーツ指導者研修会年度長野県スポーツ指導者研修会    

【中南信コース】 日時：11 月 17 日(日) 8 時 30 分～13 時 場所：松本市勤労者福祉センター 

【東北信コース】 日時：11 月 23 日(祝) 8 時 30 分～13 時 場所：ホテル信濃路 

参加費：1,000 円(どのコースでも) 

《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局《塩尻剣連事務局    締め切り済》締め切り済》締め切り済》締め切り済》    

 

� 大会大会大会大会    
1.1.1.1. 松本市市民体育大会秋季剣道大会松本市市民体育大会秋季剣道大会松本市市民体育大会秋季剣道大会松本市市民体育大会秋季剣道大会    

日時：10 月 14 日(祝) 場所：松本市総合体育館 

2.2.2.2. 塩筑中学校剣道大会塩筑中学校剣道大会塩筑中学校剣道大会塩筑中学校剣道大会((((新人大会新人大会新人大会新人大会))))    

日時：10 月 12 日(土) 場所：広陵中学校 

3.3.3.3. 中信高等学校総合体育大会中信高等学校総合体育大会中信高等学校総合体育大会中信高等学校総合体育大会((((新人大会新人大会新人大会新人大会))))    

日時：10 月 19 日(土), 20 日(日) 場所：塩尻志学館高校 

4.4.4.4. 中信地区中学校剣道大会中信地区中学校剣道大会中信地区中学校剣道大会中信地区中学校剣道大会((((新人大会新人大会新人大会新人大会))))    

日時：10 月 26 日(土) 場所：穂高東中学校 

5.5.5.5. 第第第第 44444444 回国宝松本城少年少女回国宝松本城少年少女回国宝松本城少年少女回国宝松本城少年少女剣道なぎなた大会剣道なぎなた大会剣道なぎなた大会剣道なぎなた大会    

日時：11 月 3日(祝) 場所：松本城本丸庭園 ※雨天時：松本市柔剣道場 

6.6.6.6. 第第第第 61616161 回長野県剣道居合杖道薙刀大会回長野県剣道居合杖道薙刀大会回長野県剣道居合杖道薙刀大会回長野県剣道居合杖道薙刀大会((((小学生・中学生・成年女子の部小学生・中学生・成年女子の部小学生・中学生・成年女子の部小学生・中学生・成年女子の部))))    

日時：11 月 23 日(祝) 場所：上田城跡公園体育館    

7.7.7.7. 第第第第 61616161 回長野県剣道居合杖道薙刀大会回長野県剣道居合杖道薙刀大会回長野県剣道居合杖道薙刀大会回長野県剣道居合杖道薙刀大会((((成年男子の部成年男子の部成年男子の部成年男子の部))))    

日時：12 月 22 日(日) 場所：南長野運動公園体育館    

 

� 派遣大会派遣大会派遣大会派遣大会    
1.1.1.1. 第第第第 68686868 回国民体育大会剣道大会出回国民体育大会剣道大会出回国民体育大会剣道大会出回国民体育大会剣道大会出    

日時：9月 29日（日）～10月 1日（火） 
場所：東京武道館 
出場選手：出場選手：出場選手：出場選手：    
【成年男子】 

監督   鈴木道穂鈴木道穂鈴木道穂鈴木道穂 （常任理事）  先鋒  中村中村中村中村    諒諒諒諒 （同志社大 3年） 
次鋒  伊藤伊藤伊藤伊藤    剛剛剛剛 （県警）  中堅  安部博文安部博文安部博文安部博文 （佐久支部） 
副将  榛葉榛葉榛葉榛葉    亨亨亨亨 （大北支部）  大将  木村隆一木村隆一木村隆一木村隆一 （大北支部） 

2.2.2.2. 第第第第 48484848 回全日本居合大会出場選手紹介回全日本居合大会出場選手紹介回全日本居合大会出場選手紹介回全日本居合大会出場選手紹介    
日時：10月 12日(土)  
場所：大分県別府アリーナ 
出場選手：出場選手：出場選手：出場選手：    

監督   藤森秀茂藤森秀茂藤森秀茂藤森秀茂    （諏訪支部）  五段の部 田中功一田中功一田中功一田中功一 （上小支部）    
六段の部 宮原浩義宮原浩義宮原浩義宮原浩義 （上小支部）  七段の部 滝澤恒徳滝澤恒徳滝澤恒徳滝澤恒徳    （上小支部）    

    

� 大会結果大会結果大会結果大会結果    
1.1.1.1. 第第第第 52525252 回全日本女子剣道選手権大会結果回全日本女子剣道選手権大会結果回全日本女子剣道選手権大会結果回全日本女子剣道選手権大会結果    

日時：：：：9月 8日（日） 場所：兵庫県立武道館 

1回戦 澤田かおり澤田かおり澤田かおり澤田かおり（長野） －ド 曽我部（兵庫） １回戦敗退 

    
2.2.2.2. 第第第第 8888 回全日本都道府県対抗少年剣道大会結果回全日本都道府県対抗少年剣道大会結果回全日本都道府県対抗少年剣道大会結果回全日本都道府県対抗少年剣道大会結果    

日時：9月 15日(日) 場所：大阪舞洲アリーナ    
小学生の部    中学生の部      
（予選リーグ）   （予選リーグ） 
長野２－１山口 長野２－２茨城 長野０－１徳島 長野１－１青森 
１勝１敗、予選リーグ敗退  ０勝１敗１分、予選リーグ敗退 

 

� 稽古会稽古会稽古会稽古会    



1.1.1.1. 塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟    月例稽古会月例稽古会月例稽古会月例稽古会    

日時：10 月 20 日(日) 8 時 ～ 10 時 場所：片丘小学校体育館 

※ 小学生から一般まで稽古をしています。どなたでも気軽に参加できます。    

※ 10 月 27 日(日)に大町市で開催される市町村対抗戦の選手強化練習を兼ねます。    

2.2.2.2. 塩尻市体育協会塩尻市体育協会塩尻市体育協会塩尻市体育協会    剣道部剣道部剣道部剣道部    稽古会稽古会稽古会稽古会    

日時：毎週木曜日 19 時〜21 時 20 分(退館)   場所：塩尻市立体育館 

10 月の稽古日：10 月 3日、10 日、17 日、24 日 

※ 10 月 31 日(目)はお休みです。ご注意ください。(文化祭準備のため、体育館使用不可) 

※ 小学生から一般まで稽古をしています。どなたでも気軽に参加できます。    

3.3.3.3. 第第第第 3333 回若武者稽古会（四・五段回若武者稽古会（四・五段回若武者稽古会（四・五段回若武者稽古会（四・五段審査会審査会審査会審査会後）後）後）後）    

日時：10 月 27 日(日)  場所：長野市豊野体育館 

※ 参加申し込みは当日に会場で受け付けを行います。 

 

� 諸会合諸会合諸会合諸会合    
1.1.1.1. 塩尻剣道塩尻剣道塩尻剣道塩尻剣道連盟連盟連盟連盟    役員会・理事会役員会・理事会役員会・理事会役員会・理事会    

� 平成 25 年 10 月 9 日(水)  塩尻総合文化センター204 会議室 20 時〜22時    

� 平成 25 年 11 月 13 日(水) 塩尻総合文化センター204 会議室 20 時〜22 時    

� 平成 25 年 12 月 11 日(水) 塩尻総合文化センター204 会議室 20 時〜22 時 

    

    

    

    

◆各申し込み先 

塩尻剣道連盟 事務局 中野 勲 (連絡先は、総会資料をご確認ください) 

 

◆お問い合せ先 

塩尻剣道連盟 事務局 廣前治泰 (連絡先は、総会資料をご確認ください) 


