
R4.4.1
月 日 曜 主催・主管 　名 称 会　　　場 備 考

２・３ 土日 全　剣　連 第57回剣道中央講習会 神戸市

99 土土 千千剣剣連連 月月例例稽稽古古 県県　　武武　　道道　　館館

1166 土土 千千剣剣連連 剣剣道道中中央央講講習習会会伝伝達達講講習習会会 県県　　武武　　道道　　館館

1177 日日 千千剣剣連連 千千葉葉県県剣剣道道演演武武大大会会 県県　　武武　　道道　　館館 　　四四街街道道強強化化2233日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

17 日 全　剣　連 第20回全国選抜八段優勝大会 名古屋市

29 金・祝 全　剣　連 第70回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 大阪市

29 金・祝 全　剣　連 剣道六段審査会 京都市

30 土 全　剣　連 剣道七段審査会 京都市

１・２ 日・月 全　剣　連 剣道八段審査会 京都市

３～５ 火～木 全　剣　連 全日本剣道演武大会 京都市

3 火 全　剣　連 居合・杖道八段審査会・称号審査会 京都市

6 金 全　剣　連 剣道称号審査会（範士・教士・錬士） 京都市

14 土 全　剣　連 剣道七段審査会 名古屋市

15 日 全　剣　連 剣道六段審査会 名古屋市

2211 土土 千千ススポポ協協 県県民民体体育育大大会会22部部（（国国体体選選考考会会））成成年年男男女女 県県　　武武　　道道　　館館

2211 土土 千千剣剣連連 月月例例稽稽古古 県県　　武武　　道道　　館館 　　四四街街道道強強化化2288日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

2288 土土 千千剣剣連連 剣剣道道講講習習会会（（六六段段限限定定））　　 成成田田市市体体育育館館

2299 日日 千千剣剣連連 千千葉葉県県女女子子選選手手権権大大会会 成成田田市市体体育育館館

44 土土 千千剣剣連連 月月例例稽稽古古 県県　　武武　　道道　　館館 　　春春季季大大学学剣剣道道大大会会４４日日

４４・・５５ 土土・・日日 全全　　剣剣　　連連 骨骨太太 日日武武研研修修セセンンタターー

10～12 金～日 全　剣　連 剣道中堅剣士講習会 奈良県

24～26 金～日 全　剣　連 第３２回八段研修会 日野市 　　四四街街道道強強化化2255日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

２２ 土土 千千ススポポ協協 少少年年男男女女（（国国体体選選考考会会））　　第第22道道場場 県県　　武武　　道道　　館館

２・３ 土・日 全　学　連 第56回全日本女子学生　第70回全日本男子学生選手権 千代田区

２・３ 土・日 全　剣　連 居合道中央・地区講習会　 山梨県

99 土土 千千剣剣連連 幼幼少少年年指指導導者者講講習習会会 県県　　武武　　道道　　館館

99 土土 千千剣剣連連 月月例例稽稽古古 県県　　武武　　道道　　館館

1100 日日 千千剣剣連連 剣剣道道講講習習会会（（七七段段限限定定））　　 県県　　武武　　道道　　館館 　　四四街街道道強強化化1166日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

10 日 全　剣　連 第１４回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 千代田区

22～２４ 金～日 全　剣　連 居合道六・七段審査会　中央・地区講習会　 岡山県

23・24 土・日 関東七県協議会 関東七県剣道大会 茨　城　県

6 土 全　剣　連 剣道七段審査会 福岡県

7 日 全　剣　連 剣道六段審査会 福岡県

1133 土土 千千剣剣連連 女女子子講講習習会会 県県　　武武　　道道　　館館

1144 日日 千千剣剣連連 四四・・五五段段審審査査会会 県県　　武武　　道道　　館館

1144 日日 千千剣剣連連 月月例例稽稽古古 県県　　武武　　道道　　館館

１２・13 金・土 全　剣　連 剣道八段審査会 名古屋市

18 木 東　照　宮 第71回日光大会 栃木県 　　四四街街道道強強化化2200日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

20 土 全　剣　連 剣道七段審査会 新潟県

21 日 全　剣　連 剣道六段審査会 新潟県

２6～２8 金～日 全　剣　連 杖道六・七段審査会　中央・地区講習会 和歌山県

33 土土 千千剣剣連連 千千葉葉県県剣剣道道選選手手権権大大会会 県県　　武武　　道道　　館館 　　四四街街道道強強化化中中止止

33 土土 千千剣剣連連 月月例例稽稽古古 県県　　武武　　道道　　館館

４ 日 全　剣　連 第61回全日本女子剣道選手権大会 奈良県

1177 土土 千千剣剣連連 称称号号認認定定会会　　（（午午前前）） 武武道道館館（（第第１１道道場場））

1177 土土 千千剣剣連連 国国体体壮壮行行会会　　　　（（午午後後）） 武武道道館館（（第第２２道道場場））

18 日 全　剣　連 第6８回全日本東西対抗剣道大会 兵庫県

2233 金金（（祝祝）） 千千剣剣連連 千千葉葉県県居居合合道道大大会会（（県県選選考考会会）） 県県　　武武　　道道　　館館

３～５ 月～水 日スポ協 第７7回国民体育大会 栃木県

8 土 全　剣　連 第57回全日本居合道大会 東京都

16 日 全　剣　連 第4９回全日本杖道大会 静岡県

1166 日日 千千剣剣連連 第第７７００回回地地区区連連盟盟対対抗抗剣剣道道優優勝勝大大会会 成成田田市市体体育育館館

22 土土 千千剣剣連連 ブブロロッックク講講習習会会 キキッッココーーママンンアアリリーーナナ 　　四四街街道道強強化化1155日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

2233 日日 千千葉葉ススポポ 第第７７２２回回千千葉葉県県民民体体育育大大会会 キキッッココーーママンンアアリリーーナナ

3 木・祝 全　剣　連 第70回全日本剣道選手権大会 東京都 　　四四街街道道強強化化中中止止

１2・１3 土・日 全　剣　連 第７０回全国青年大会 東京都

1２ 土 全　剣　連 剣道七段審査会 名古屋市

1３ 日 全　剣　連 剣道六段審査会 名古屋市

1３ 日 全　学　連 第４１回全日本女子学生優勝大会 春日井市

18 金 全　剣　連 剣道・居合道・杖道称号審査会（教士・錬士） 八王子

18 金 全　剣　連 剣道六段審査会 八王子

19 土 全　剣　連 剣道七段審査会 八王子

24.25 木・金 全　剣　連 剣道八段審査会 千代田区

26 土 全　剣　連 居合道八段審査会 江戸川区

１１００ 土土 千千剣剣連連 四四・・五五段段審審査査会会 浦浦安安体体育育館館

2244 土土 千千剣剣連連 巡巡回回移移動動稽稽古古会会 八八千千代代市市体体育育館館 　　四四街街道道強強化化2244日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

１１４４ 土土 千千剣剣連連 稽稽古古始始めめ ゼゼッットトエエーー武武道道館館

１１４４・・１１５５ 土土・・日日 全全　　剣剣　　連連 骨骨太太 日日武武研研修修セセンンタターー 　　四四街街道道強強化化2211日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

4 土 全　剣　連 七段審査会 福岡県

5 日 全　剣　連 六段審査会 福岡県

４４・・５５ 土土・・日日 全全　　剣剣　　連連 講講師師要要員員（（試試合合審審判判講講習習会会）） 日日武武研研修修セセンンタターー

1188 土土 千千剣剣連連 都都道道府府県県対対抗抗剣剣道道大大会会  千千葉葉県県選選考考会会((男男女女）） 花花島島公公園園体体育育館館

18 土 全　剣　連 七段審査会 長野市

19 日 全　剣　連 六段審査会 長野市

2255 土土 千千剣剣連連 称称号号認認定定会会　　（（剣剣道道場場・・柔柔道道場場）） 成成田田市市体体育育館館（（予予）） 　　四四街街道道強強化化1188日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

10～12 金～日 全　剣　連 杖道六・七・八段審査会 江戸川区

1122 日日 千千剣剣連連 四四・・五五段段審審査査会会 浦浦安安体体育育館館 　　四四街街道道強強化化2255日日((若若手手５５５５歳歳以以下下））

未未 土 全　剣　連 居合道七・六段審査会　中央・地区講習会 江戸川区

４月１日付での変更点（会場の都合により）

１　武道館は１０月から改修工事のため使用不可

２　１０月からの月例稽古は武道館が使用出来なく、アリーナについても利用できなく中止（８月は１４日日曜実施）

３　９・１１月強化練習会中止

４　例年11月に行われる地区連盟対抗優勝大会は今年度は１０月に開催。

５　審査員講習会未定

６　令和５年稽古始め　1月14日（土）ゼットエー武道館（市原市）開催
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行事計画留意点

７　全剣連審査会の開催、六・七段４月京都　５月愛知　８月福岡・新潟　１１月東京・愛知　２月長野・福岡

八段　５月京都　８月愛知　１１月東京　開催予定　

８　　四街道強化は本年度から若手選手強化となり（55歳以下）が対象となります。
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令令和和　　４４　　年年　　度度　　行行　　事事　　計計　　画画  （（案案））
一一般般財財団団法法人人　　千千葉葉県県剣剣道道連連盟盟
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20 土 日スポ協会 関東ブロック大会 東　京　都


