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年 月 日 曜日 開 催 時 間 事 業 計 画 内 容 会 場
23 ４ ２ 土 !"#$%$$～&" #%'$県剣道連盟平成23年度事務局連絡会議 長野ホテルメトロポリタン

16 土 !" (%'$～&" '%'$長野県小学生強化錬成会 上田自然運動公園体育館
17 日 &" #%'$～&" )%$$ 平成23年度定期総会 佐久創造館 102

５ ３～５ 火～木 第106回全日本剣道演武大会 京都武徳殿
５ 木・祝 !" (%'$～&" )%$$第19回佐久鯉まつり剣道大会 佐久市総合体育館

８ 日 !" (%'$～&" )%$$
中央伝達講習会 指導部２名派遣
級位審査員講習会 大町市総合体育館

21・22 土・日 !" (%'$～&" )%$$第４回松代藩文武学校旗争奪小中学校選抜剣道大会 旧松代藩文武学校・松代中学校
６ ５ 日 !" (%'$～&" )%$$第38回小平杯剣道大会 佐久創造館

12 日 &" #%$$～&" )%$$指導者講習会 (県講習会受講内容の伝達) 佐久創造館 体育館 203
７ 10 日 !" (%'$～&" )%$$第５回長野県少年剣道錬成大会 堀金総合体育館

31 日 (旧) 全信州剣道大会 中野市体育館
８ 21 日 &" #%'$～&" '%$$理事会 佐久創造館 102

21 日 &" '%$$～&" )%$$事業部・評議員会 佐久創造館 102
９ 25 日 !" *%$$～&" )%$$第37回東信青少年剣道大会 小諸市武道館
10 10 月・祝 !" (%$$～&" )%$$第32回佐久地区少年剣道錬成大会 望月総合体育館

22
23 土・日 土 &"#+%$$～&"#,%'$

日 !" (%'$～&"#-%'$
全剣連後援 長野県剣道講習会 三郷文化公園体育館

23 日 !" (%'$～&" )%$$平成23年度川西地区秋季柔剣道大会 立科体育センター
30 日 !" (%$$～&" .%$$ 第２回広域佐久っ子剣道交流大会 浅間中学校

11 ３ 木・祝 第59回全日本選手権剣道大会見学 (保留) 日本武道館
６ 日 !" (%'$～&" )%$$第48回軽井沢町少年柔剣道大会 軽井沢社会体育館
13 日 !" *%$$～&" )%$$剣道受段特別講習会 佐久創造館体育館 203
26 土 !" (%'$～&" )%$$第59回県剣道・居合・杖道・薙刀大会 長野運動公園総合体育館

12 11 日 !" *%$$～&" )%$$ 第３回剣道段位審査会 (初段～三段) 小諸市総合体育館
17 土 &" #%$$～ &" )%$$指導者講習会 (剣道形・木刀による稽古法) 軽井沢社会体育館
17 土 &" ,%$$～ 懇親忘年会 ペンション星の子

24 １ ８ 日 &" #%$$～ &" )%$$新年稽古始 佐久創造館 体育館 203
22 日 &" #%$$～ &" )%$$ 第２回佐久支部剣道大会兼支部対抗選手選考会 佐久創造館 体育館 203

２ 26 日 !" *%$$～&" )%$$第43回望月青少年剣道大会 望月中学校体育館
３ ４ 日 !" (%'$～&" .%'$第４回県支部対抗剣道優勝大会 岡谷工業高校

20 火・祝 !"#$%$$～&" '%$$県剣道連盟平成23年度理事・評議員会 長野ホテルメトロポリタン
25 日 &" #%'$～&" )%$$監査会・理事会 佐久創造館 201
31 土 !"#$%$$～&" #%'$県剣道連盟平成24年度事務局連絡会議 長野ホテルメトロポリタン

第１回 23 ６ 19 日 !" *%$$～&" )%$$級位剣道形必修講習会 (一級～七級まで) 佐久創造館 体育館 203
第１回 ７ ３ 日 !" *%$$～&" )%$$剣道級位審査会 (一級～十級まで) 佐久創造館 体育館 203
第２回 24 １ 29 日 !" *%$$～&" )%$$級位剣道形必修講習会 (一級～七級まで) 佐久創造館 体育館 203
第２回 ２ 12 日 !" *%$$～&" )%$$剣道級位審査会 (一級～十級まで) 佐久創造館 体育館 203

第１回 23 ５ 29 日 受付時間
初段

!" (%'$～!" *%$$
三段・二段

!"#+%$$～!"#+%'$

剣道初段～三段審査会 千曲市更埴体育館
第２回 ９ 23 金・祝 剣道初段～三段審査会 伊那勤労者福祉センター体育館
第３回 12 11 日 剣道初段～三段審査会 小諸市総合体育館
第４回 24 ３ 11 日 剣道初段～三段審査会 三郷文化公園体育館

第１回 23 ４ 24 日 受付時間
!" (%'$～!" *%$$

剣道四・五段審査会 堀金総合体育館
第２回 10 30 日 剣道四・五段審査会 長野運動公園 補助体育館
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一 位 二 位 三 位
団体戦 男子 戸倉上山田中学校 上田第六中学校 上田第三中学校

女子 坂城中学校 更埴西中学校 上田第三中学校
最優秀賞 男子 朝倉 智也 (戸倉上山田中学校)

女子 沓掛今日子 (坂城中学校)
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一 位 二 位 三 位
小学生４年生以下の部 美里少年剣道クラブ 小諸少年剣道クラブ 佐久市剣道スポーツ少年団
小学生５・６年生の部 興武館丸山道場Ａ 小諸少年剣道クラブＡ 美里少年剣道クラブ
中学生選手権 男子 木内遼太 (野沢中) 山浦寛俊 (小諸東中) 井上将希 (佐久長聖中)
中学生選手権 女子 篠澤有希 (小諸東中) 由井捺稀 (川上中) 田中しおり (臼田中)
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男子 先鋒 池田 俊朗 女子 先鋒 清水 愛
次鋒 木藤 崇 次鋒 大井はづき
中堅 原 誉 中堅 井出 潮
副将 堀籠 英和 副将 土屋 理紗
大将 滝沢 泰 大将 井出 智子

対戦成績 ３回戦敗退 対戦成績 ２回戦敗退
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監督 滝沢 泰 中堅 今井香世子
先鋒 大草健太郎 三将 原田 充
次鋒 井出 陽 副将 井出 智子
五将 高橋 達也 大将 滝沢 泰

対戦成績 １回戦敗退
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毎週土曜日午後７時～９時まで､ 佐久市営武道館において開催した｡
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回 月 日 参加数 回 月 日 参加数 回 月 日 参加数 回 月 日 参加数
1 ４月９日 16名 13 ７月16日 13名 25 10月22日 12名 37 ２月11日 ６名
2 ４月23日 ８名 14 ７月23日 16名 26 10月29日 ９名 38 ２月18日 13名
3 ５月７日 14名 15 ７月30日 ９名 27 11月５日 20名 39 ２月25日 19名
4 ５月14日 16名 16 ８月20日 ４名 28 11月19日 19名 40 ３月３日 11名
5 ５月21日 12名 17 ８月27日 21名 29 11月26日 ７名 41 ３月10日 ７名
6 ５月28日 16名 18 ９月３日 ７名 30 12月３日 15名 42 ３月17日 12名
7 ６月４日 ６名 19 ９月10日 10名 31 12月10日 ８名 43 ３月24日 14名
8 ６月11日 ８名 20 ９月17日 15名 32 12月24日 12名 44 ３月31日 20名
9 ６月18日 23名 21 ９月24日 20名 33 １月14日 11名
10 ６月25日 ８名 22 10月１日 14名 34 １月21日 12名
11 ７月２日 13名 23 10月８日 ８名 35 １月28日 16名
12 ７月９日 18名 24 10月15日 10名 36 ２月４日 14名 計 延べ 562名

受験者 合格者数 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級
251名 241名 44名 47名 35名 25名 24名 24名 9名 29名 7名 7名


