
	 平成 26 年度	 長野県剣道連盟２月行事等の連絡 
一般財団法人 長野県剣道連盟 

事	 	 務	 	 局 
審査会 
◇	 第４回剣道初段～三段審査会（主管：安曇野支部）  

日	 	 時：平成 27年 3月 15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：三郷文化公園体育館（安曇野市三郷明盛 4775 TEL0263-77-7521） 
※支部締め切り：2月 15日（日）県事務局締め切り：3月 1日（日） 

◇	 全日本剣道連盟主催審査会について  
・	 剣道六段審査会《支部締め切り 2 月 22 日（日）県事務局締め切り 3 月 1 日 (日 )》  
平成 27年 4月 29日（祝） 京都市立体育館 
平成 27年 5月 17日（日） 名古屋市枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

・	 剣道七段審査会《支部締め切り 2 月 22 日（日）県事務局締め切り 3 月 1 日 (日 )》  
平成 27年 4月 30日（木） 京都市立体育館 
平成 27年 5月 16日（土） 名古屋市枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

・	 剣道八段審査会《支部締め切り 2 月 22 日（日）県事務局締め切り 3 月 1 日 (日 )》  
平成 27年 5月 1日（金）・2日（土）京都市立体育館 

・	 居合道八段審査会《支部締め切り 2 月 22 日（日）県事務局締め切り 3 月 1 日 (日 )》  
平成 27年 5月 3日（祝） 京都市武道ｾﾝﾀｰ補助道場 

・	 杖道八段審査会《支部締め切り 2 月 22 日（日）県事務局締め切り 3 月 1 日 (日 )》  
平成 27年 5月 3日（祝） 京都市武道ｾﾝﾀｰ補助道場 

・	 剣道、居合道、杖道	 称号錬士審査会  
・	               《支部締め切り 2 月 22 日（日）県事務局締め切り 3 月 1 日 (日 )》  

剣道：平成 27年 5月６日（水）、居合道、杖道：平成 27年 5月 3日（祝） 
・	 剣道、居合道、杖道	 称号教士審査会  
・	               《支部締め切り 2 月 22 日（日）県事務局締め切り 3 月 1 日 (日 )》  

筆記試験日時	 平成 27年 4月 11日(土)東京都会場	 弘済会館 4階会議室	  
※	 上記審査会受審料の納入については、申請書受領後県連事務局より直接本人に連絡します。 
※	 締め切り厳守のこと 

 
講習会・研修会  
◇	 第 2 回剣道称号六・七・八段受審者講習会  
 	 期 	  日  平成 27年 2月 21日（土）・22日（日） 
場	 	 所：坂城町文化ｾﾝﾀｰ体育館（埴科郡坂城町大字中之条 2468	 TEL0268-82-2069） 
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 27年度・28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。 
※28年度以降の受審予定者の参加も可とする。 

講	 	 師	 剣道範士	 加藤	 浩二	 先生（東京） 
剣道範士	 矢野	 博志	 先生（東京） 

	 	 日	 	 程	 2月 21日（土）                      2月 22日（日)	 
       	 	 	 	 １２：３０～	 受付                	 	 	 	  ８：３０～	 受付	 
	 	 	  	 	 	 	 １３：００	 	 開講式、講話、講習  	  	 	 	 ９：００	 	 講習 
	 	 	 	 	  	 	 １６：００  	 合同稽古会 	 	 	 	 	 	 	 	 １４：００	 	 合同稽古会	 
	 	 	  	 	 	 	 １７：００	 	 終了                 	 	 	 １５：００	 	 閉講式	 

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

参加費用	 	 ２，０００円（講習事務費等） 
 
 
 
 
 
 



予選会 
◇	 第 63 回全日本都道府県対抗剣道優勝大会長野県予選会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 日	 時：平成 27年 2月 11日（祝）受付 8時 30分～	 試合開始	 9時 30分 
場	 所：坂城町文化ｾﾝﾀｰ体育館（埴科郡坂城町大字中之条 2468	 TEL0268-82-2069） 

	 	 参加費：2000円 
※	 県事務局締め切り 2月 1日（日） 
※	 本大会平成 27年 4月 29日（大阪） 

 
大	 会 
◇	 第 7 回長野県女子剣道年代別選手権大会	 兼国民体育大会成年女子の部選考会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 日	 時：平成 27年 2月 11日（祝）受付 8時 30分～	 試合開始	 9時 30分 
場	 所：坂城町文化ｾﾝﾀｰ体育館（埴科郡坂城町大字中之条 2468	 TEL0268-82-2069） 
参加費：2000円 
※県事務局締め切り 2月 1日（日） 

◇	 第 7 回長野県剣道連盟支部対抗剣道大会  
日	 時：平成 27年 3月 1日（日）受付 9時 00分～	 試合開始	 10時～ 
場	 所：松川町町民体育館(下伊那郡松川町元大島 3592-2TEL0265-36-2622） 
※	 県事務局締め切り 2 月 15 日（日）  

  	 	 	 提出書類：大会参加申込書、情報交換会参加者名簿 
	 	 ※前日の宿泊及び当日の弁当の希望のある支部は、早めに飯田下伊那支部に申込みをして下さ

い。 
◇	 第 111 回全日本剣道演武大会  

日	 時：平成 27年５月２日（土）～5日（祝） 
	 	 	 	 場	 所：京都市武道センター内・武徳殿 

※	 参加希望者は、直接県連事務局まで連絡下さい。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
申し込み手続きの詳細については県連事務局より直接本人にご連絡致します。 
県事務局締め切り※手続き完了：2 月 22 日（日）  

 
大会結果 
◇平成 26 年度全国高等学校選抜剣道大会長野県予選会 (1月 11日(日)長野運動公園総合体育館） 
	 	 男子優勝	 	 長野商業高等学校	 	 	 	 	 女子優勝	 	 佐久長聖高等学校  
	 	 	 	 準優勝	 長野日大高等学校	 	 	 	 	 	 	 準優勝	 屋代高等学校 
	 	 	 	 ３位	 	 松代高等学校	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３位	 	 長野日大高等学校	  
	 	 	 	 	 	 	 	 上田高等学校	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 長野商業高等学校 

※	 優勝校は平成 27年 3月 27(金)・28日(土）愛知県春日井市で行われる本大会に出場 
 

稽古会 
◇第 7 回憲友錬成会（若手剣士育成事業）  

日	 時：平成 27年 2月 11日（祝）受付午後 1時～ 
場	 所：坂城町文化ｾﾝﾀｰ体育館（埴科郡坂城町大字中之条 2468	 TEL0268-82-2069） 
参加費：500円（午前の大会参加者は参加費を徴収しません。） 
 

強	 化 
◇	 長野県小学生（北信地区）強化錬成会  

日	 時：平成 27年 2月 8日（日）受付 8時 30分～ 
場	 所：長野市立松代中学校体育館 

◇	 長野全中に向けた第 1 回強化講習会及び錬成会  
日	 時：平成 27年 2月 21日（土）22日（日）受付 8時 30分～ 
場	 所：風越公園総合体育館（軽井沢町大字発地 1157-6	 TEL0267-48-0077） 
 

	 長野県剣道連盟事務局（TEL026-237-8939	 FAX026-235-8266）  


