
平成 25 年 12 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. 塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟塩尻剣道連盟    稽古納め稽古納め稽古納め稽古納め (12 (12 (12 (12 月度月例稽古会月度月例稽古会月度月例稽古会月度月例稽古会))))    

日時：12 月 22 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。 

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    稽古納め稽古納め稽古納め稽古納め    

日時：12 月 26 日(木) 19 時〜21 時 20 分(退館) 

場所：塩尻市立体育館 

※ 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。 

3.3.3.3. 平成平成平成平成 26262626 年剣道教室（稽古初め）年剣道教室（稽古初め）年剣道教室（稽古初め）年剣道教室（稽古初め）    

日時：2014 年 1 月 4日(土) 午後 1 時 受付開始 

場所：塩尻市立体育館 

日程： 13：30   開会式 

  13：45   合同稽古会 

  15：00 ～ 15：20  一般稽古会 

  15：20 ～ 16：00  お楽しみ会 

  16：00   閉会式 

 

申込み：12/27(金)までに、おおよその参加人数を塩尻剣連 事務局 廣前までご連絡ください。 

 塩尻剣道連盟 事務局 廣前治泰 

  携帯：090−7814−4204 

  携帯アドレス：cheromae_4000@docomo.ne.jp 

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

4.4.4.4. 平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    長野県高等学校新人剣道大会長野県高等学校新人剣道大会長野県高等学校新人剣道大会長野県高等学校新人剣道大会    結果報告結果報告結果報告結果報告    

日時：11 月 16 日 (土)、17 日(日)  場所：下諏訪町体育館 

【女子個人戦】 第２位 井出遥(塩尻志学館高校) 

【女子団体戦】 第３位 塩尻志学館高校 

 

詳しい結果は、こちらをご覧下さい。 

 長野県高等学校剣道専門部 

 http://www.dia.janis.or.jp/~hs-kendo/ 

5.5.5.5. 平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    第第第第 20202020 回長野県剣道ジュニア強化錬成大会回長野県剣道ジュニア強化錬成大会回長野県剣道ジュニア強化錬成大会回長野県剣道ジュニア強化錬成大会    中学校新人戦県大会中学校新人戦県大会中学校新人戦県大会中学校新人戦県大会    

日時：11 月 30 日(土) 場所：安曇野市堀金総合体育館 

【男子個人戦】 第３位 武居諒(塩尻西部中学校) 

【女子個人戦】 優勝 竹入未紗(塩尻西部中学校) 

【男子団体戦】 第３位 丘中学校 

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 

12 月の稽古日：12 月 5日、12 日、19 日、26 日 

1 月の稽古日：1 月 9 日、16 日、23 日、30 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    

� 全剣連秋季の審査会（愛知・東京）に於いて以下の会員が称号・六段及び七段を授与されました。全剣連秋季の審査会（愛知・東京）に於いて以下の会員が称号・六段及び七段を授与されました。全剣連秋季の審査会（愛知・東京）に於いて以下の会員が称号・六段及び七段を授与されました。全剣連秋季の審査会（愛知・東京）に於いて以下の会員が称号・六段及び七段を授与されました。 

【剣道六段】吉越義彦吉越義彦吉越義彦吉越義彦（長野県警）下川真広下川真広下川真広下川真広（長野県警）後藤將史後藤將史後藤將史後藤將史（県連事務局） 

山崎真由美山崎真由美山崎真由美山崎真由美（大北支部）臼井春恵臼井春恵臼井春恵臼井春恵（安曇野支部）宮下和樹宮下和樹宮下和樹宮下和樹（松筑支部） 

宮尾宮尾宮尾宮尾    太太太太（長野県警）安部博文（安部博文（安部博文（安部博文（佐久支部）五十嵐元一五十嵐元一五十嵐元一五十嵐元一（長野支部） 

朝田将幸朝田将幸朝田将幸朝田将幸（長野支部）澤田かおり澤田かおり澤田かおり澤田かおり（上小支部）柳澤柳澤柳澤柳澤    哲哲哲哲（更埴支部） 

堀籠英和堀籠英和堀籠英和堀籠英和（佐久支部）笠井識敬笠井識敬笠井識敬笠井識敬（更埴支部） 

        計計計計 14 名名名名 

【剣道七段】塚田塚田塚田塚田    裕裕裕裕（長野県警）小金澤茂喜小金澤茂喜小金澤茂喜小金澤茂喜（佐久支部） 



          計計計計 2 名名名名 

【剣道錬士】中島和成（岡谷下諏訪支部）堀内治嘉（諏訪支部）石川修実（上伊那支部） 

原原原原    誉誉誉誉（佐久支部）吉岡信幸吉岡信幸吉岡信幸吉岡信幸（安曇野支部）小口俊美小口俊美小口俊美小口俊美（長野県警） 

綱島範士綱島範士綱島範士綱島範士（上伊那支部）丸山弘治丸山弘治丸山弘治丸山弘治（上伊那支部）中川正明中川正明中川正明中川正明（長野支部） 

村松善太郎村松善太郎村松善太郎村松善太郎（飯田下伊那支部）大平正章大平正章大平正章大平正章（飯田下伊那支部）五十嵐裕五十嵐裕五十嵐裕五十嵐裕（長野支部） 

小林昌史小林昌史小林昌史小林昌史（長野支部）中島浩美中島浩美中島浩美中島浩美（上水内支部）唐沢徳幸唐沢徳幸唐沢徳幸唐沢徳幸（飯田下伊那支部） 

川越康孝川越康孝川越康孝川越康孝（木曽支部）土屋茂夫土屋茂夫土屋茂夫土屋茂夫（佐久支部）山田恒昭山田恒昭山田恒昭山田恒昭（長野支部） 

大谷俊雄大谷俊雄大谷俊雄大谷俊雄（中野支部）小島春幸小島春幸小島春幸小島春幸（上伊那支部）井口正義井口正義井口正義井口正義(上伊那支部） 

        計計計計 21 名名名名 

2.2.2.2. 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 

 

� 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 年度四・五段合格者研修会年度四・五段合格者研修会年度四・五段合格者研修会年度四・五段合格者研修会    

日時：12 月 21 日（土）8:30 ～ 15:40 

  場所：南長野運動公園体育館 

受講対象者：平成２５年度の四・五段合格者、平成２５年度以前の合格者で合格者研修未受講者 

《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 11112222 月月月月 11115555 日日日日((((日）必着》日）必着》日）必着》日）必着》 

2.2.2.2. 長野県剣道連盟第１回中学生強化指定選手強化練習会長野県剣道連盟第１回中学生強化指定選手強化練習会長野県剣道連盟第１回中学生強化指定選手強化練習会長野県剣道連盟第１回中学生強化指定選手強化練習会    

日時：12 月 23 日（祝）8:30 ～ 15:20 

  場所：篠ノ井西中学校体育館 

合同稽古 14:30～ 参加自由 元立ち大勢求む 

    

� 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    
特になし 

    

� 大会結果大会結果大会結果大会結果    
1.1.1.1. 第第第第 61 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・中・成年女子）結果報告小・中・成年女子）結果報告小・中・成年女子）結果報告小・中・成年女子）結果報告 

日時：日時：日時：日時：11 月 23 日（祝） 場所：上田城跡公園体育館 

【小学生の部】  優勝 清野育成会剣道クラブ 

      準優勝 長野剣道スポーツ少年団 

     第３位 稲里剣道クラブ 

【中学生男子の部】 優勝 長野剣道スポーツ少年団 

   準優勝 清野育成会剣道クラブ 

   第３位 北長野剣友会 

【中学生女子の部】 優勝 慈恩館 

   準優勝 上田第三中学校 

   第３位 最強女子 

【成年女子の部】 優勝 稲里剣道クラブ 

   準優勝 上小剣道連盟 
   第３位 慈恩館 
 

� 稽古会稽古会稽古会稽古会    
1.1.1.1. 北信越合同稽古会北信越合同稽古会北信越合同稽古会北信越合同稽古会 

日時：12 月 7 日（土）13:00~15:00 

場所：富山県総合体育館第 2 ｱﾘｰﾅ（富山市湊入船町 12-1 TEL 076-444-6688） 

  ※ 木刀を持参のこと 

2.2.2.2. 長野県剣道連盟定期稽古会長野県剣道連盟定期稽古会長野県剣道連盟定期稽古会長野県剣道連盟定期稽古会 

日時：毎週火、木 午後 7 時～8 時 

場所：長野市旧武徳殿 



稽古納め：12 月 26 日（木） 稽古初め：1 月 7 日（火） 

 

� 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・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 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 

 

� その他その他その他その他    
※ 平成 26 年全日本剣道連盟カレンダー（6枚綴り）￥１０００円 販売中 

※ 長野県剣道連盟事務局年末年始休暇のお知らせ 

平成 25 年 12 月 28 日（土）～平成 26 年 1 月 6日（月） 

    

� 塩尻剣道連盟ホームページ塩尻剣道連盟ホームページ塩尻剣道連盟ホームページ塩尻剣道連盟ホームページ    
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。 

 

SNSSNSSNSSNS もやってますもやってますもやってますもやってます    

facebook：https://www.facebook.com/shiojirikendo     

twitter：@shiojirikendo    

google+：https://plus.google.com/113155845885076697377/posts 

    

行事連絡のメール配信サービスを行事連絡のメール配信サービスを行事連絡のメール配信サービスを行事連絡のメール配信サービスをしていますしていますしていますしています。。。。    

「「「「郵送郵送郵送郵送をやめて、をやめて、をやめて、をやめて、メール配信に切りメール配信に切りメール配信に切りメール配信に切り替え替え替え替えてもてもてもても良良良良いいいい」と」と」と」といいいいう方はう方はう方はう方は、事務局：、事務局：、事務局：、事務局：廣前廣前廣前廣前ままままでごでごでごでご連絡ください。連絡ください。連絡ください。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。 

    

    

    

    

    

    

    

    

◆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。 


