
平成 25 年 11 月吉日                                      塩尻剣道連盟事務局 

                                                                                                                        今後の行事連絡 
 

� 塩尻剣連に関する情報塩尻剣連に関する情報塩尻剣連に関する情報塩尻剣連に関する情報    
1.1.1.1. 塩尻剣道連盟のホームページをリニューアルしました塩尻剣道連盟のホームページをリニューアルしました塩尻剣道連盟のホームページをリニューアルしました塩尻剣道連盟のホームページをリニューアルしました    

http://shiojiri-kendo.org/    

 

事務局からの連絡、稽古会の情報、試合の情報などを配信しています。是非ともご覧下さい。 

 

 

 

 

SNS にもアカウント作成いたしました。 

併せて、ご愛顧お願いいたします。 

facebook：

https://www.facebook.com/shiojirikendo   

twitter： 

@shiojirikendo 

    

    

    

    

    

    

    

    

これに伴い、行事連絡のメール配信サービスを開始いたしますこれに伴い、行事連絡のメール配信サービスを開始いたしますこれに伴い、行事連絡のメール配信サービスを開始いたしますこれに伴い、行事連絡のメール配信サービスを開始いたします。。。。    

行事連絡のページから、PDF ファイルをダウンロードしていただく形式です。 

 

「「「「郵送郵送郵送郵送からからからからメール配信メール配信メール配信メール配信に切り替えても良い」という会員の方は、に切り替えても良い」という会員の方は、に切り替えても良い」という会員の方は、に切り替えても良い」という会員の方は、事務局：廣前事務局：廣前事務局：廣前事務局：廣前までご連絡ください。までご連絡ください。までご連絡ください。までご連絡ください。    

塩尻剣道連盟 事務局 廣前治泰  

PC アドレス(事務局専用)：jimukyoku@shiojiri-kendo.org 

     

 

郵送費削減、省資源の観点から、多くの会員のみなさんのご協力をお願いいたします。 

    

2.2.2.2. 第第第第 27272727 回市区町村対抗剣道優勝大会結果報告回市区町村対抗剣道優勝大会結果報告回市区町村対抗剣道優勝大会結果報告回市区町村対抗剣道優勝大会結果報告    ⇒⇒⇒⇒    ２連覇達成！！２連覇達成！！２連覇達成！！２連覇達成！！    

昨年に続き、優勝いたしました。２連覇達成です！！ 

 

日時：10 月 27 日 (日)  場所：大町市運動公園総合体育館大アリーナ 

出場選手：出場選手：出場選手：出場選手：    

総監督 小野宏小野宏小野宏小野宏 （塩尻剣連理事） 

先鋒 (小学４年生以下) 坂井伶坂井伶坂井伶坂井伶(一里塚剣道クラブ) 

次鋒 (小学生女子)  武井彩姫武井彩姫武井彩姫武井彩姫 (一里塚剣道クラブ) 

七将 (小学５，６年生) 松井脩造松井脩造松井脩造松井脩造 (一里塚剣道クラブ) 

六将 (小学５，６年生) 小松隼斗小松隼斗小松隼斗小松隼斗(一里塚剣道クラブ) 

中堅 (中学生女子)  竹入未紗竹入未紗竹入未紗竹入未紗(塩尻西部中学校) 

四将 (中学生)  上條颯上條颯上條颯上條颯(広陵中学校) 

三将 (高校生)  金井雅弥金井雅弥金井雅弥金井雅弥(松本県ヶ丘高校) 

副将 (高校・一般女子) 平林穂香平林穂香平林穂香平林穂香(塩尻志学館高校) 

大将 (一般・監督を兼任) 荻上肇荻上肇荻上肇荻上肇(塩尻剣道連盟選手)  

帯同審判：池田芳彦先生(剣連) 

    

選手の皆さん、引率の先生方、応援をして頂いた保護者の皆さん、1 日お疲れさまでした。 

詳細については、塩尻剣連ホームページをご覧下さい。 

第 27 回市区町村対抗剣道大会のご報告 ⇒ ２連覇達成！！ | 塩尻剣道連盟 

http://shiojiri-kendo.org/shiai-20131028/ 

 



3.3.3.3. 長野県小学生剣道強化錬成会（中信地区）長野県小学生剣道強化錬成会（中信地区）長野県小学生剣道強化錬成会（中信地区）長野県小学生剣道強化錬成会（中信地区）    

日時：11 月 2 日（土） 受付 午前 8時 30 分 

場所：塩尻市立楢川体育館 （塩尻市大字奈良井 1064 TEL0264-34-3723） 

※年度当初の予定と会場が長野市よりこちらに変更になりました。    

4.4.4.4. 小中学生剣道教室小中学生剣道教室小中学生剣道教室小中学生剣道教室 ( ( ( (塩尻市体育協会剣道部主催塩尻市体育協会剣道部主催塩尻市体育協会剣道部主催塩尻市体育協会剣道部主催))))    

日時：11 月 14 日(木)、21 日(木)、28 日(木)  19時 30 分 ～ 21 時 00 分 

場所：塩尻市立体育館 

内容：基本練成、木刀基本技、剣道形、合同稽古 

5.5.5.5. 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：11 月 10 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。    

6.6.6.6. 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 

11 月の稽古日：11 月 7日、14 日、21 日、28 日 

※ 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。    

    

� 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    

� 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 25日（月） 

《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. 平成平成平成平成 25 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 

3.3.3.3. 平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    第第第第 3333 回剣道初段～三段審査会回剣道初段～三段審査会回剣道初段～三段審査会回剣道初段～三段審査会((((主管：佐久支部主管：佐久支部主管：佐久支部主管：佐久支部))))    

日時：12 月 8 日（日） 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 

  場所：小諸総合体育館 小諸市乙 1189-1 TEL0267-23-3800 

《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 11111111 月月月月 08080808 日日日日((((土土土土) ) ) ) 厳守》厳守》厳守》厳守》    

 

� 講習講習講習講習会会会会    
1.1.1.1. 長野県剣道連盟剣道指導者講習会長野県剣道連盟剣道指導者講習会長野県剣道連盟剣道指導者講習会長野県剣道連盟剣道指導者講習会    

日時：11111111 月月月月 16161616 日（土）日（土）日（土）日（土） ※当初の案内と期日が変更になりました。 

場所：松代中学校（長野市松代 207 TEL026-278-2402） 

講師：千葉県柏市立光が丘中学校剣道部顧問 教士七段 佐藤克昭 先生 

※当日受付 

2.2.2.2. 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. 第第第第 61616161 回長野県剣道居合杖道薙刀大会（小・中・成年女子回長野県剣道居合杖道薙刀大会（小・中・成年女子回長野県剣道居合杖道薙刀大会（小・中・成年女子回長野県剣道居合杖道薙刀大会（小・中・成年女子の部の部の部の部））））    

  日時：11 月 23 日（祝）午前 9時開会式 午前 9時 30 分試合開始 

  場所：上田城跡体育館 上田市常磐 1-1-30 TEL0268-22-8699 

《県連事務局に、直接、申し込みしてください。《県連事務局に、直接、申し込みしてください。《県連事務局に、直接、申し込みしてください。《県連事務局に、直接、申し込みしてください。    参加申込締め切り参加申込締め切り参加申込締め切り参加申込締め切り 11111111 月月月月 10101010 日日日日((((日）必着日）必着日）必着日）必着》》》》    

2.2.2.2. 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 

《県連事務局に、直接、申し込みしてください。《県連事務局に、直接、申し込みしてください。《県連事務局に、直接、申し込みしてください。《県連事務局に、直接、申し込みしてください。    参加申込締め切り参加申込締め切り参加申込締め切り参加申込締め切り 11111111 月月月月 10101010 日日日日((((日）必着》日）必着》日）必着》日）必着》    

 

� 派遣大会派遣大会派遣大会派遣大会    
1.1.1.1. 第第第第 61616161 回全日本剣道選手権大会回全日本剣道選手権大会回全日本剣道選手権大会回全日本剣道選手権大会    

日時：11 月 3 日（祝） 

場所：日本武道館    

出場選手出場選手出場選手出場選手：小山秀弥小山秀弥小山秀弥小山秀弥（長野県警察本部機動隊）    

    

� 大会結果大会結果大会結果大会結果    
1.1.1.1. 第第第第 68686868 回国民体育大会剣道大会結果回国民体育大会剣道大会結果回国民体育大会剣道大会結果回国民体育大会剣道大会結果    

日時：9月 29日（日）～10 月 1 日（火） 場所：東京武道館 

成年男子の部   １回戦  長野 1－4 愛知  1 回戦敗退    

 

� 稽古会稽古会稽古会稽古会    
直近はなし 

 

� 諸会合諸会合諸会合諸会合    
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 2222 回評議員会回評議員会回評議員会回評議員会    

  日時：11 月 23 日（祝） 

  場所：上田城跡公園体育館 上田市常磐 1-1-30 TEL0268-22-8699 

2.2.2.2. 塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟    役員会役員会役員会役員会・理事会・理事会・理事会・理事会    

� 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 

� 平成 26 年 1 月 8 日(水) 塩尻総合文化センター204 会議室 20 時〜22 時 

    

◆各種申し込み先 

塩尻剣道連盟 事務局 中野 勲  

※連絡先は、過去の行事連絡をご参照ください。 

◆お問い合せ先 

塩尻剣道連盟 事務局 廣前治泰  

PC アドレス(事務局専用)：jimukyoku@shiojiri-kendo.org 

※連絡先は、過去の行事連絡をご参照ください。 


