
 

令和元年度 長野県剣道連盟行事等の連絡【９月号】 

一般財団法人 長野県剣道連盟事務局 

 

＜審査会＞ 
１ 全剣連夏季の審査会（長野）に於いて以下の会員が六段・七段を授与されました。 

剣道六段：安川泰樹（長野支部） 藤原一史（佐久支部） 小町谷良一（上伊那支部） 

    内山正一（諏訪支部） 神田文人（中野支部） 佐藤政敏（佐久支部） 

    木庭清一郎（更埴支部） 安川幸廣（長野支部） 

剣道七段：中島和成（岡谷下諏訪支部） 原 誉（佐久支部） 綱島範士（上小支部） 

    五十嵐 裕（長野支部） 中島浩美（上水内支部） 神津 純（上小支部）  

  

２ 令和元年度第２回剣道初段～三段審査会 

日  時：令和元年９月２３日（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：伊那市民体育館（伊那市西町５８３４－８ ℡０２６５-７８-２３５６） 

        《支部締め切り終了 県事務局締め切り９月８日（日）》 

 

３ 令和元年度第２回剣道四段・五段審査会 

日  時：令和元年１０月２０日（日） 受付  午前 ８時３０分～ ９時００分 

  会  場：筑北中学校体育館（麻績村麻４６３１ ℡０２６３-６７-２０３２） 

        ＊会場が麻績村体育館から筑北中学校体育館に変更になりました。 

        《支部締め切り９月２２日（日） 県事務局締め切り１０月６日（日）》 

 

４ 全日本剣道連盟主催審査会について 

・教士審査会（剣道・居合道・杖道） 

令和元年１１月９日（土）（北海道、東京、愛知、兵庫、福岡） 

・錬士審査会（剣道・居合道・杖道） 

  令和元年１１月２７日（水）エスフォルタアリーナ八王子（東京） 

・剣道六段審査会 

令和元年１１月１７日（日）中村スポーツセンター（愛知） 

令和元年１１月２６日（火）エスフォルタアリーナ八王子（東京） 

・剣道七段審査会 

令和元年１１月１６日（土）中村スポーツセンター（愛知） 

令和元年１１月２７日（水）エスフォルタアリーナ八王子（東京） 

・剣道八段審査会 

令和元年１１月２８日（木）・２９日（金）エスフォルタアリーナ八王子（東京） 

・居合道六・七段審査会 

令和元年１１月３０日（土）江戸川区スポーツセンター（東京） 

《上記審査会全て 支部締め切り終了９月１１日（水） 県事務局締め切り９月１８日（水）》 

 

＜大 会＞ 
１ 第３９回北信越国民体育大会結果（８月２５日（日） 新潟市東総合スポーツセンター ） 

  【成年女子】第４位 長野１―２福井 長野０－３新潟 長野０―３石川 長野２―１富山      

【少年男子】第５位 長野２―３石川 長野２－３新潟 長野０―５福井 長野２－３富山   

  【少年女子】第４位 長野３―２富山 長野１―４福井 長野０―５石川 長野３－２新潟  

   ＊北信越ブロック代表チーム 

     成年女子 新潟  少年男子 福井  少年女子 石川   

 

 

 

 

 



 

 

２ 第５８回全日本女子剣道選手権大会 

期  日：令和元年９月８日（日）  

会  場：長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）  

出場選手 古畑匡希（長野支部：長野市消防局） 須坂喜江（長野支部：NTT 東日本） 

※特別観覧席（１F フロア：プログラム、記念品、弁当付 ２，５００円）ご希望の方は 

剣道連盟事務局へ電話、FAX で申し込みをお願いします。９月３日（火）締め切り 

 

３ 第１４回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会出場選手紹介 

（９月１５日（日）丸善インテックアリーナ大阪）  

総監督 倉石秀章（県連常任理事）  

＜小学生の部＞                ＜中学生の部＞ 

監 督 永井智達 （清野秀武舘倉石道場）   監 督 野村正樹 （県連理事） 

   選 手 松岡 和 （五岳館）         選 手 北澤毬乃 （松代中学校） 

       横田さと （稲里剣道クラブ）         川崎杏奈 （松代中学校）  

大塚煌希 （若穂剣道育成会）          小島大輝 （川中島中学校） 

内山陽太 （清野秀武舘倉石道場）       宮下隼弥 （柳町中学校） 

川崎好誠 （清野秀武舘倉石道場）       坂口航悠 （佐久長聖中学校） 

 

４ 第７３回国民体育大会剣道大会 

  期  日：令和元年９月２９日（日）～１０月１日（火） 

  会  場：筑西市立下館総体育館（茨城県） 

  出場選手 成年男子 

監督 常田政邦（長野県剣道連盟常務理事） 

先鋒 矢野博之（信濃町立信濃小中学校）  

次鋒 中村 諒（佐久長聖中学校）  

中堅 小山秀弥（長野県警察）  

副将 井上盛夫（上田第二中学校） 

大将 渡辺一夫（飯田下伊那支部） 

 

＜講習会＞ 
１ 全剣連講師派遣事業長野県居合道講習会 

   令和元年８月２４日（土）・２５日（日）に上田市市民の森体育館に於いて、全剣連講師派遣事業 

長野県居合道講習会が全日本剣道連盟審議委員 小倉 昇範士を講師に迎え開催されました。 

           
 

２ 令和元年度第１回剣道称号・六・七段受審者講習会  

  日  時：令和元年９月１４日（土） 受付 ８：３０ 開講式 ９：００ 

会  場：麻績村体育館（東筑摩郡麻績村麻８４２５ ℡０２６３-６７-２２４０） 

  受講資格：長野県剣道連盟登録会員で剣道五・六段の者。そのうち、令和元年度秋の剣道六・七段 

審査会受講者は受講を原則とする。 

  講  師：長野県剣道連盟段位審査委員会 

        《支部締め切り終了  県事務局締め切り９月１日（日）》 

 

 

 



 

 

３ 令和元年度剣道四・五段受審者講習会    

  第１回 令和元年９月１４日（土） 受付 ８：３０ 開講式 ９：００ 

  第２回 令和元年９月２９日（日） 受付 ８：３０ 開講式 ９：００ 

  会  場：麻績村体育館（第１回・第２回両日）  

（東筑摩郡麻績村麻８４２５ ℡０２６３-６７-２２４０） 

受講資格：長野県剣道連盟登録会員で、令和元年度第２回剣道四・五段審査会（１０月２０日（日））

で受審予定の者。もしくは次年度開催の剣道四・五段審査会で受審予定の者。 

《支部締め切り終了  県事務局締め切り９月１日（日）》 

 

４ 剣道称号・六・七・八段受審者講習会 

  日  時：令和元年１０月２６日（土） 受付 １２：３０ 開講式  １３：００ 

２７日（日） 受付  ８：３０ 講習開始  ９：００ 

  会  場：長野市立松代中学校体育館（長野市松代町松代２０７ ℡０２６－２７８－２４０２） 

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、本講習会は令和元年度・２年度

剣道称号・六・七・八段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：範士八段 網代忠宏先生・教士八段 軽米良臣先生・教士八段 保坂武志先生 

        《支部締め切り１０月８日（火） 県事務局締め切り１０月１５日（火）》 

 

５ 全日本剣道連盟居合道中央講習会 

日  時：令和元年８月３１日（土）・９月１日（日） 

会  場：京都市武道センター 

受 講 生：林 憲一 教士七段  宮原浩義 教士七段 

 

６ 第２回居合道伝達講習会・居合道部合同稽古会  

日  時：令和元年９月２２日（日） 集合 ８時３０分  開始 ９時～ 

会  場：下諏訪体育館（諏訪郡下諏訪町西鷹野町４６１１－１１ ℡ ０２６６－２７－１４５５） 

   

＜稽古会＞ 
１ 全日本剣道連盟主催「北信越地区」合同稽古会 

  日  時：令和元年９月７日（土） １３時～１５時 

  会  場：上越市カルチャーセンター 

新潟県上越市春日新田２－１９－１ ℡０２５－５４３－７１８８） 

  

２ 第４回憲友錬成会（審査会後） 

日   時：令和元年９月２３日（祝）稽古開始時間は段位審査会終了後とする 

会  場：伊那市民体育館 

 

＜お知らせ＞ 
１ 消費税法改正に伴う審査料及び登録料について 

  長野県剣道連盟では、１０月１日より消費税率が１０％に増税されることに伴い、審査料及び登録料

の改訂を行います。９月実施の審査会までは現行の料金を適用しますが、１０月以降の審査会（全国審

査含む）につきましては、改訂料金の適用になりますのでご承知ください。改定料金は近日中にお知ら

せいたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

       

 

 
一般財団法人 長野県剣道連盟 
住所 〒380-0844  

長野市諏訪町５０３ 
TEL ０２６－２３７－８９３９ 
FAX ０２６－２３５－８２６６ 
担当 専務理事 塩 﨑 正 昭 

 


