令和４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

＜審査会結果＞
１

全剣連主催審査会（7/22 岡山 8/20･21 新潟）において、以下の会員に段位が授与されました。
居合道七段 篠田 知也（居合道部）
剣 道七段 田村 勇剛（上小支部） 澤田かおり（上小支部） 小谷 洋子（木曽支部）
剣 道六段 松橋 弥生（長野支部） 川野 正幸（飯田下伊那支部） 寺澤 誠一（須高支部）
中山 和己（更埴支部） 沖山 好江（上伊那支部） 市村 恵一（上小支部）

＜大会結果＞
１

第４３回北信越国民体育大会剣道競技
期日：８月２１日（日） 会場：福井県立武道館
【成年女子】長野０（０）－（１）１新潟
長野１（１）－（１）１富山
長野０（０）－（３）２石川
代表者戦で長野が勝ち
【順位】第３位（１勝２敗）※福井は棄権
【少年男子】長野０（０）－（８）４富山
長野１（１）－（３）２石川

長野１（３）－（８）４新潟
長野１（２）－（７）４福井
【順位】第５位（４敗）

【少年女子】長野２（４）－（１）０富山
長野０（０）－（１）１新潟

長野０（１）－（４）２石川
長野１（１）－（１）１福井
【順位】第４位（１勝２敗１分）

＜全剣連主催

審査会

開催予定＞（再掲）

１
２
３

剣道称号「錬士」「教士」審査会：１１月１８日（金） 小論文形式で実施
居合道称号「錬士」「教士」審査会：１１月１８日（金） 「称号候補者推薦書」提出
杖道称号「錬士」「教士」審査会：１１月１８日（金）
支部締切：９月 ２日（金）
県連締切：９月 ９日（金）
「申請書」「小論文」県連提出
「審査料」納入（金融機関振込）
締切：９月２８日（水）
（注）１～３の称号審査会受審希望者は、「称号候補者推薦書」を県連 HP からダウンロードして作成
し、
「支部締切」期日までに各支部に提出してください。その後、県連より審査会要項、申請書、
審査料振込用紙を受審希望者本人宛に送付しますので、
「申請書」
「小論文」を作成し、期日まで
に県連に提出、審査料を納入（県連指定の金融機関振込）してください。
（注）感染症の状況や審査会場が所在する自治体の方針により、予定が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

＜全剣連主催
１

開催中止行事＞

令和４年度第２回剣道合同稽古会「北信越地区」（本県主管）
期 日：９月２４日（土）午後
会 場：中野市民体育館 中野市一本木 590-1

＜全剣連主催・共催・主管・後援

開催予定行事＞

１

第 61 回全日本女子剣道選手権大会
期 日：９月４日（日）
会 場：ジェイテクトアリーナ奈良 奈良県橿原市畝傍町 51
長野県代表：古畑 匡希（長野支部） １回戦 川合 芳奈選手（静岡）と対戦

２

令和４年度第１回「骨太」北信越ブロック講習会
期 日：９月１０日（土）
・１１日（日）
会 場：謙信公武道館（新潟県立武道館） 新潟県上越市大字戸野目古新田 375
派 遣：ブロック指導者 榛葉
亨（県連理事）
受 講 者 西澤 慎也（長野県警察）
矢野 博之（長野日本大学高等学校教員 ）
穂刈真由子（信州大学大学院）

３

第 17 回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会（後援）
期 日：９月１８日（日）
会 場：おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリーナ） 大阪府此花区北港緑地 2-2-15
派 遣
〈小学生〉
〈中学生〉
監督 近藤 和貴（清野秀武舘倉石道場）
監督 安藤 晴樹（城北中学校教員）
先鋒 上原 紗月（清野秀武舘倉石道場）
先鋒 横田 さと（松代中学校）
次鋒 髙藤 暖真（清野秀武舘倉石道場）
次鋒 竹内 茉幸（松代中学校）
中堅 中村 芽生（清野秀武舘倉石道場）
中堅 西澤陽和太（松代中学校）
副将 小林 大峰（清野秀武舘倉石道場）
副将 宮下 侑士（柳町中学校）
大将 永井 詩音（清野秀武舘倉石道場）
大将 川崎 好誠（松代中学校）

４

令和４年度剣道講師要員「指導法」北信越ブロック研修会（本県主管）
期 日：９月２５日（日）
会 場：中野市民体育館 中野市一本木 590-1
派 遣：大草
務
榛葉
亨
塚田
裕
町田 育哉
南都美香子

５

第 77 回国民体育大会剣道大会（主管）
期 日：１０月２日（日）～５日（水）※競技は３日から
会 場：ユウケイ武道館（栃木県総合運動公園武道館） 栃木県宇都宮市西川田 4-1-1
派 遣【成年男子】 監督 塚田
裕（県連理事）
先鋒 宮本 和真（長野県警察） 次鋒 髙野
悠（長野県警察）
中堅 志村 圭一（長野県警察） 副将 木佐 大智（長野支部）
大将 榛葉
亨（大北支部）

＜県剣連主催・共催・後援

開催予定行事＞

新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催中止または期日、日程、会場を変更して開催する場合
があります。あらかじめご承知おきください。
１

令和４年度第２回居合道実技・審判講習会
期 日：９月１８日（日） 開場８時３０分
会 場：下諏訪体育館 諏訪郡下諏訪町西鷹野 4611-11 ℡0266-27-1455
※問い合わせは居合道部（担当：宮原）まで

２

令和４年度第２回剣道段位（初段～三段）審査会
期 日：９月１９日（月･祝） 当日の日程等は後日県連 HP に掲載する
会 場：長野運動公園総合運動場総合体育館 長野市吉田 5-1-19 ℡026-244-3290
※詳細は県連 HP 掲載中の実施要領等を参照すること

３

令和４年度第２回剣道段位（四・五段）審査会
期 日：１０月２３日（日） 当日の日程等は後日県連 HP に掲載する
会 場：麻績村体育館 東筑摩郡麻績村麻 8425 ℡0263-67-2240
※詳細は後日県連 HP に掲載する実施要領等を参照すること
【支部・加盟団体締切：９月２１日（水） 県連締切：９月２８日（水）
審査料事前振込締切：１０月７日（金）】

＜県剣連主催
１

開催検討中の行事＞

小坂憲次杯第５回長野県剣道大会
期 日：１０月２９日（土）
・３０（日）１１月２３日（水・祝）
会 場：（10/29・30）長野運動公園総合運動場総合体育館
長野市吉田 5-1-19 ℡026-244-3290
（11/23） 長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）
長野市真島町真島 2268-1 ℡026-283-7977

一般財団法人 長野県剣道連盟
〒380-0844 長野市諏訪町５０３
TEL ０２６－２３７－８９３９
FAX ０２６－２３５－８２６６

