
平成 27年度	 長野県剣道連盟９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 
 
１	 全剣連夏季の審査会に於いて以下の会員が七段及び六段を授与されました。 

剣道六段	 仁木邦彦（上小支部） 
 
２	 平成 27年度第２回剣道初段～三段審査会(主管：塩尻支部) 

日	 	 時：9月 6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：塩尻市楢川体育館（塩尻市奈良井 1064	 00264-34-3723） 
 

３	 平成 27年度第２回剣道四・五段審査会（主管：松筑支部） 
	 	 日	 	 時：10月 25日(日)	 	 午前 8時 30分～9時 00分受付 

場	 	 所：麻績総合体育館	 （東筑摩郡麻績村麻績 8425	 TEL0263-67-2240） 
《支部締め切り 9月 27日(日)、県事務局締め切り 10月 11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）《県事務局締め切り 9月 6日（日）厳守》 

11月 7日（土）（東京、愛知、神戸、福岡） 
・錬士審査会（剣道・居合道・杖道）《県事務局締め切り 10月 4日（日）厳守》 

11月 25日（水） 
・剣道六段審査会《県事務局締め切り 10月４日（日）厳守》 

11月 15日（日）名古屋市枇杷島スポーツセンター 
11月 24日（火）日本武道館 

・剣道七段審査会《県事務局締め切り 10月４日（日）厳守》 
11月 14日（土）名古屋市枇杷島スポーツセンター 
11月 25日（水）日本武道館 

・剣道八段審査会《県事務局締め切り 10月４日（日）厳守》 
11月 26日（木）27日（金）東京武道館 

 
大	 会 
 
１	 第 36回北信越国民体育大会結果（8月 23日	 富山市総合体育館	 ） 
	 	 【成年女子】第２位	 長野１―２福井	 長野３―０富山	 長野２―１石川	 長野２―１新潟	 	 	 	 	  

【少年男子】第５位	 長野０―５新潟	 長野２―３福井	 長野０―５富山	 長野３―２石川	  
	 	 【少年女子】第４位	 長野１―４新潟	 長野１―４石川	 長野４―１富山	 長野２―３福井	  
 
２	 第 54回全日本女子剣道選手権大会 

日	 	 時：9月 13日（日） 
場	 	 所：兵庫県立武道館	  
出場選手	 有賀麻依（大阪体育大学） 

 
３	 第 10回全日本都道府県対抗少年剣道大会出場選手紹介（9月 20日(日）大阪舞洲ｱﾘｰﾅ） 
	 	                総監督	 倉石秀章	 （常任理事） 

小学生の部	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 中学生の部 
監督	 	 永井智達	 （清野育成会）	 	 	 	 監督	 	 北澤直樹	 （県連強化委員） 
コーチ	 風間大輔	 （青木島剣道少年団）	 コーチ	 阿藤由樹	 （県連強化委員） 

	 	 選手	 	 林	 天翔	  (清野育成会)	       	 選手    池田瑛美子（松代中学校） 
	 	 	 	 	 	 ｱﾀﾞﾑｿﾝｺﾃﾞｲ (長野剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団)            武井彩姫  （広陵中学校） 

越山	 薫	  (稲里剣道ｸﾗﾌﾞ)          	 	 	 	 	   北澤龍之介（松代中学校） 
北澤毬乃  （清野育成会）             	   	    横田寛大	 （松代中学校） 
臼井	 祭	 （清野育成会）           	           森山輝斗	 （丘中学校） 

補員	 	 新井菜摘	 （上田中央剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団） 
	 	 	 	  	 	 	  

 



講習会 
 
１	 剣道称号・六・七・八段受審者講習会 

日	 	 時：9月 26日（土）27日（日） 
場	 	 所：麻績総合体育館	 （東筑摩郡麻績村麻 8425	 TEL0263-67-2240） 
講	 	 師	 ：	 剣道範士	 松永	 政美（全日本剣道連盟副会長）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 剣道範士	 藤原	 崇郎（広島県）	 

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。 
※10月 25日(日)開催の第 2回四・五段審査会で受審予定者の参加も可とする。 
《県事務局締め切り 9月 20日(日)》 

 

稽古会 
 
１	 第 2回全日本剣道連盟北信越合同稽古会 

日	 	 時：９月 12日（土）	 13:00～15:00 
	 	 場	 	 所：上越カルチャーセンター	 上越市春日新田２丁目 19-1(TEL025-543-7188) 
	 	 （申し込みは不要です。各自奮ってご参加ください。） 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 長野県剣道連盟事務局 

（TEL026-237-8939	 FAX026-235-8266） 


