
※　新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、審査会と全日本選手権県予選のみ
　　 を実施、その他行事は中止となりました。

剣道八段

剣道七段 星野　修 (2/20・長野)

毛利　祐子 (2/21・長野)

小林ひとみ (5/6・京都)

角田　孝夫 (5/6・京都)

(男子・10名、女子・11名)

(男子・33名、女子・44名)

(男子・43名、女子・22名)

【男子・86名、女子・77名】

※9月審査は感染症拡大防止より三級と二級の審査は実施せず。

(男子・11名、女子・5名)

(男子・19名、女子・7名)

(男子・35名、女子・42名)

(男子・11名、女子・9名)

(男子・18名、女子・15名)

【男子・94名、女子・78名】

剣道三段

馬場美花子 上原　滉平 木暮　　翔 髙田　怜杜 南　　結太 森田　　想

山崎　萌絵 神沢　圭亮 斉藤　義弥 長岡　実優 熊木　正和

剣道四段

樺澤　龍一

剣道五段

三浦　雅也 平田　卓也

◆令和2年度　審査結果報告◆

初段

9月12・19日

初段

一級

二段 65名

77名

2月20・21日

新井　健一 (5/6・京都) 武藤　真吾 (5/6・京都)

全国審査 ６段・７段・８段・錬士・教士合格者

剣道六段

井下　勝生

石原　一幸 (11/28・東京)

合格者

支部審査 三級・二級・一級・初段・二段合格者数

21名

合計

県本部審査 3・4・5段審査会
開催日 令和2年8月30日(日)

場　　所 ぐんま武道館

163名

三級

二級

一級 77名

剣道錬士

二段

16名

26名

20名

33名

◇令和2年度　活動報告◇

(5/6・京都)剣道教士

合格者

合計 172名



剣道三段

都丸　凜帆 酒井　姫奈 飯塚　健太 空井　弥玖 中島　美桜 田村　元輝

石原　拓武 井田　貫太 千代田壽一

剣道四段

野﨑　天資 野邑　愛海

剣道五段

菊池　慶士 岩澤　光哲

剣道三段

竹淵　琴羽 茂木日向子 丸山　　翼 園田　葵生 小田嶋　凜 永吉　杏理

尾形　悠弥 狩野　博輝 木暮さや花 林　　雅登 宮崎　武好 大野　亜純

木村　利也

剣道四段

滝本　航大 椛澤　貴之 三上　　潤

剣道五段

狩野　太地

合格者

県本部審査

合格者

令和2年群馬県審判講習会
開催日 　

場　　所

結果                               中       止

講習会名

大会名 第12回全日本都道府県対抗女子剣道大会予選
開催日

場　　所

結果                               中       止

星　正美

大会名 第75回国体成年男子1次予選
開催日

場　　所

結果                               中       止

結果 中止 高齢者表彰者

関　壽夫

小林久雄

県本部審査 3・4・5段審査会
開催日 令和2年10月4日(日)

場　　所

場　　所 ぐんま武道館

3・4・5段審査会
開催日 令和3年3月14日(日)

場　　所 ぐんま武道館

◆大会結果報告◆

大会名 第70回群馬県剣道大会
開催日



群馬県剣道七段・六段・五段選手権
開催日

結果                               中       止

大会名

場　　所

大会名 第36回前橋市少年剣道大会

結果                               中       止

大会名

結果

場　　所

第66回前橋市民スポーツ祭剣道大会
開催日

場　　所

結果                               中       止

場　　所
大会名 第42回群馬県中・北毛地区剣道大会

開催日

場　　所

大会名 第75回国体男子２次予選・成年女子予選
開催日

                              中       止

結果                               中       止

大会名 第15回全日本都道府県対抗少年大会県大会
開催日

場　　所

結果                               中       止

場　　所

結果                               中       止

大会名 第59回全日本女子剣道選手権予選

開催日

開催日

大会名 第15回全日本都道府県対抗少年大会市予選
開催日

場　　所

結果                               中       止

結果                               中       止

講習会名 令和2年度前橋支部中体連合同審判講習会
開催日

場　　所



小林　将太 滝本　航大

前原　渓人 北野　皓大

曽田　和石 藤井　礁

三浦　雅也 平田　卓也

近江　俊哉 新井　健一

新井　直美

                              中       止

稽古会 中北毛合同稽古会(前橋会場)
開催日

場　　所

                              中       止

ぐんまねんりんピック2020剣道大会 場　　所

大会名 第44回群馬県小学生総合体育大会剣道大会

結果                               中       止

開催日

場　　所

大会名 第69回全日本都道府県対抗県予選会
開催日

場　　所

第37回県民スポーツ祭 開催日

開催日

場　　所

大会名 第3回前橋支部　納会稽古・強化錬成大会
開催日

                              中       止

成績 支部出場者

大会名 小学6年生剣道大会
開催日

大会名 第68回全日本剣道選手権予選
開催日 令和3年2月28日

場　　所 ぐんま武道館

場　　所

結果                               中       止

大会名 第57回群馬県民スポーツ大会秋季大会　剣道

                              中       止

大会名

場　　所

結果

                              中       止

大会名 第59回全日本女子剣道選手権予選
開催日 令和3年2月28日

場　　所 ぐんま武道館

成績 支部出場者


