
佐佐  倉倉  剣剣  道道  連連  盟盟

月 日 曜 主催・主管 �名�����称 会���場 備������考

3/31・１ 土日 全　剣　連 第53回東日本中央講習会 勝　浦　市

7 土 全　剣　連 剣道・居合道・杖道称号（教士）筆記試験 東京・神戸・福岡

77 土土 千千　　剣剣　　連連 東東日日本本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 月月例例稽稽古古（（1144日日））　　

15 日 全　剣　連 第１6回全国選抜八段優勝大会 名　古　屋

2211 土土 佐佐倉倉剣剣連連 常常任任理理事事会会・・理理事事会会 四四街街道道市市文文化化セセンンタターー 常常任任理理事事会会((1100::0000〜〜））・・理理事事会会((1111::0000〜〜））
2211 土土 千千　　剣剣　　連連 第第1100回回全全日日本本都都道道府府県県対対抗抗女女子子剣剣道道大大会会県県選選考考会会 県県  武武  道道  館館

2222 日日 千千　　剣剣　　連連 第第5544回回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

2277 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 八八街街中中央央中中学学校校剣剣道道場場 19：30〜20：30
29 日 全　剣　連 第66回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 大　阪　市 強強化化四四街街道道（（2288日日））

29 日 全　剣　連 剣道六段審査会 京　都　市

3300 月月・・祝祝 佐佐倉倉剣剣連連 第第11回回級級位位審審査査会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 9:00〜15:00
30 月・祝 全　剣　連 剣道七段審査会 京　都　市

1・2 火・水 全　剣　連 剣道八段審査会 京　都　市

2～5 水～土 全　剣　連 第114回全日本剣道演武大会 京　都　市

3 木 全　剣　連 居合・杖道八段審査会・称号審査会(杖道・居合道） 京　都　市

6 日 全　剣　連 剣道称号審査会（範士・教士・錬士） 京　都　市

12 土 全　剣　連 剣道七段審査会 名古屋市 月月例例稽稽古古（（1122日日））科科学学セセンンタターーアアリリーーナナ

13 日 全　剣　連 剣道六段審査会 名古屋市

2255 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 八八街街中中央央中中学学校校剣剣道道場場 19：30〜20：30
2266 土土 千千　　剣剣　　連連 千千葉葉県県民民体体育育大大会会二二部部（（国国体体選選考考会会）） 県県  武武  道道  館館 強強化化四四街街道道（（1199日日））

未未定定 佐佐倉倉剣剣連連 木木刀刀にによよるる剣剣道道基基本本技技稽稽古古法法・・剣剣道道形形講講習習会会 未未定定 中体連主管
2・3 土日 全　剣　連 第27回杖道中央講習会 勝　浦　市

8～10 金～日 全　剣　連 居合道六・七段審査会　地区講習会　 山　形　県

13～１7 水～日 全　剣　連 第56回中堅剣士講習会 奈　良　市 月月例例稽稽古古((99日日））　　科科学学セセンンタターーアアリリーーナナ

1166 土土 佐佐倉倉剣剣連連 伝伝達達講講習習会会 四四街街道道総総合合運運動動公公園園体体育育館館剣剣道道場場 9:00〜17:00
21～24 木～日 全　剣　連 第28回八段研修会 日　野　市 強強化化四四街街道道（（2233日日））

2211 木木 佐佐倉倉剣剣連連 女女子子剣剣道道講講習習会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 9:00〜11:00
2222 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 八八街街中中央央中中学学校校剣剣道道場場 1199：：3300〜〜2200：：3300
33 火火 佐佐倉倉剣剣連連 八八街街少少年年院院  第第11回回級級位位審審査査会会 八八街街少少年年院院 予予定定

6～8 金～日 全　剣　連 居合道六・七段審査会　地区講習会　 和　歌　山

77 土土 千千　　剣剣　　連連 第第4477回回千千葉葉県県女女子子剣剣道道選選手手権権大大会会 県県  武武  道道  館館

88 日日 千千　　剣剣　　連連 全全剣剣連連派派遣遣剣剣道道講講習習会会 県県  武武  道道  館館 月月例例稽稽古古（（1144日日））

14 土 印旛体協 郡市民大会 富里社会体育館

14 土 全　剣　連 第10回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 東　京　都

22 日 関東七県協議会 関東七県対抗剣道大会 群　馬　県 強強化化四四街街道道（（2288日日））

2277 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 千千葉葉敬敬愛愛高高等等学学校校剣剣道道場場 19：30〜20：30
55 土土 佐佐倉倉剣剣連連 第第22回回級級位位審審査査会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 9:00〜15:00
1111 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道四四・・五五段段審審査査会会 県県  武武  道道  館館 月月例例稽稽古古（（1111日日））

1122 日日 佐佐倉倉剣剣連連 第第11回回初初〜〜三三段段位位審審査査会会 成成田田市市体体育育館館アアリリーーナナ 9:00〜15:00（成田剣道連盟主管）
1122 日日 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道講講習習会会（（六六段段限限定定）） 県県  武武  道道  館館

18 土 東　照　宮 第68回日光大会 栃　木　県

18 土 全　剣　連 剣道七段審査会 青　森　県 強強化化（（1188日日））千千葉葉経経済済高高校校

19 日 全　剣　連 剣道六段審査会 青　森　県

1199 日日 千千　　剣剣　　連連 居居合合道道五五段段以以下下審審査査会会 四四街街道道体体育育館館

2244 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 千千葉葉敬敬愛愛高高等等学学校校剣剣道道場場 19：30〜20：30
24～26 金～日 全　剣　連 杖道六・七段審査会　　　地区講習会 大　阪　府

2255 土土 佐佐倉倉剣剣連連 錬錬成成大大会会（（小小・・中中・・高高））会会場場設設営営 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 19:00〜21:00
25 土 全　剣　連 剣道七段審査会 福　岡　県

2266 日日 佐佐倉倉剣剣連連 錬錬成成大大会会（（小小・・中中・・高高）） 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 9:00〜15:00
26 日 全　剣　連 剣道六段審査会 福　岡　県

26 日 関東各県体協 関東ブロック大会 茨　城　県

11 土土 千千　　剣剣　　連連 第第6666回回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

2 日 全　剣　連 第64回全日本東西対抗剣道大会 宮　城　県

8・9 土日 全　剣　連 第45回居合道中央講習会 京　都　市

88 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道・・居居合合道道・・杖杖道道称称号号認認定定会会（（第第二二道道場場）） 県県武武道道館館 月月例例稽稽古古（（88日日））

2233 日日 千千　　剣剣　　連連 千千葉葉県県居居合合道道大大会会 県県武武道道館館 国国体体壮壮行行会会（（1155日日））

23 日 全　剣　連 第57回全日本女子剣道選手権大会 長　野　県 強強化化四四街街道道（（2222日日））

2288 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 千千葉葉敬敬愛愛高高等等学学校校剣剣道道場場 1199：：3300〜〜2200：：3300
9/30～２ 日～火 日　体　協 第73回国民体育大会 福　井　県

66 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道講講習習会会（（七七段段以以上上）） 県県武武道道館館 月月例例稽稽古古（（1133日日））科科学学セセンンタターーアアリリーーナナ

14 日 全　剣　連 第45回全日本杖道大会 福　岡　県

1188 木木 佐佐倉倉剣剣連連 女女子子剣剣道道講講習習会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 9:00〜11:00
20 土 全　剣　連 第53回全日本居合道大会 茨　城　県

2200 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道ブブロロッックク講講習習会会 浦浦安安市市

2211 日日 千千　　剣剣　　連連 第第6688回回千千葉葉県県民民体体育育大大会会 浦浦安安市市 強強化化四四街街道道（（2277日日））

2266 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 19：30〜20：30
2277 土土 千千　　剣剣　　連連 女女子子剣剣道道講講習習会会 宮宮野野木木体体育育館館

3 土・祝 全　剣　連 第66回全日本剣道選手権大会 東　京　都

66 火火 佐佐倉倉剣剣連連 八八街街少少年年院院  第第22回回級級位位審審査査会会 八八街街少少年年院院 予予定定

10 土 全　剣　連 剣道・居合道・杖道称号「教士」筆記試験 東京・福岡・名古屋・神戸 月月例例稽稽古古（（1100日日））科科学学セセンンタターーアアリリーーナナ

1177 土土 佐佐倉倉剣剣連連 第第33回回級級位位審審査査会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 9:00〜15:00
17 土 全　剣　連 居合道六・七段審査会 東　京　都

17 土 全　剣　連 剣道七段審査会 名古屋市

18 日 全　剣　連 剣道六段審査会 名古屋市

1188 日日 千千　　剣剣　　連連 杖杖道道五五段段以以下下審審査査会会 千千葉葉市市武武道道館館

2233 金金・・祝祝 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 1155::3300〜〜1166：：3300
2233 金金・・祝祝 千千　　剣剣　　連連 第第6666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

25 日 全　剣　連 剣道六段審査会 東　京　都 強強化化（（2244日日））千千葉葉経経済済高高校校

27 火 全　剣　連 剣道・居合道・杖道称号「教士・錬士」審査会 東　京　都

27・28 火・水 全　剣　連 剣道七段審査会 東　京　都

29・30 木・金 全　剣　連 剣道八段審査会 東　京　都

88 土土 佐佐倉倉剣剣連連 稽稽古古納納めめ 千千葉葉敬敬愛愛高高等等学学校校剣剣道道場場
88 土土 佐佐倉倉剣剣連連 納納会会 四四街街道道
88 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道四四・・五五段段審審査査会会 花花島島体体育育館館

99 日日 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道審審査査員員講講習習会会 千千葉葉経経済済高高校校

1155 土土 佐佐倉倉剣剣連連 佐佐倉倉近近隣隣親親善善剣剣道道錬錬成成大大会会 四四街街道道総総合合運運動動公公園園体体育育館館アアリリーーナナ 中体連主管
1155 土土 千千　　剣剣　　連連 巡巡回回移移動動稽稽古古会会 夷夷　　隅隅 強強化化（（2222日日））千千葉葉経経済済高高校校

1122 土土 千千　　剣剣　　連連 稽稽古古始始めめ 花花島島体体育育館館

1199 土土 佐佐倉倉剣剣連連 稽稽古古始始めめ 佐佐倉倉青青少少年年体体育育館館 10:00〜12:00
17～19 木～土 全　剣　連 杖道六・七段審査会　　　地区講習会 強強化化四四街街道道（（2266日日））

2255 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 19：30〜20：30
2266 土土 佐佐倉倉剣剣連連 審審査査員員・・立立会会員員講講習習会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 12:30〜15:30（審査員：六段以上対象・立会員：四段以上）

2266 土土 千千　　剣剣　　連連 幼幼少少年年剣剣道道指指導導者者講講習習会会 科科学学セセンンタターーアアリリーーナナ

33 日日 佐佐倉倉剣剣連連 錬錬成成大大会会（（一一般般）） 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 99::0000〜〜1166::0000
99 土土 千千　　剣剣　　連連 第第6677回回全全日日本本都都道道府府県県対対抗抗剣剣道道大大会会県県選選考考会会 宮宮野野木木体体育育館館 月月例例稽稽古古（（99日日））科科学学セセンンタターーアアリリーーナナ

2 1166 土土 佐佐倉倉剣剣連連 受受審審者者講講習習会会（（四四・・五五段段受受審審者者）） 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 12:30〜15:30 （平成31年度受審予定者）
1166 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道・・居居合合道道・・杖杖道道称称号号認認定定会会 千千葉葉経経済済高高校校 強強化化（（2233日日））会会場場未未定定

2211 木木 佐佐倉倉剣剣連連 女女子子剣剣道道講講習習会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 9:00〜11:00
2222 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 1199：：3300〜〜2200：：3300
22 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道四四・・五五段段審審査査会会 花花島島体体育育館館 月月例例稽稽古古（（99日日））科科学学セセンンタターーアアリリーーナナ

33 日日 千千　　剣剣　　連連 杖杖道道五五段段以以下下審審査査会会 千千葉葉市市武武道道館館

55 火火 佐佐倉倉剣剣連連 八八街街少少年年院院  第第22回回級級位位審審査査会会 八八街街少少年年院院 予予定定

99 土土 佐佐倉倉剣剣連連 第第22回回初初〜〜三三段段位位審審査査会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 9:00〜15:00
2222 金金 佐佐倉倉剣剣連連 月月例例稽稽古古回回 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場 19：30〜20：30
2244 日日 千千　　剣剣　　連連 居居合合道道五五段段以以下下審審査査会会 四四街街道道体体育育館館 強強化化四四街街道道（（2233日日））

※毎週金曜日（第4金曜日を除く  19:30〜20：30）に佐倉剣道連盟会員対象の稽古会（剣道佐倉会）を佐倉市民体育館剣道場にて開催しております。 
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※佐倉剣道連盟月例稽古会：毎月第4金曜日（19：30～20：30）　　■4〜6月：八街中央中学校剣道場　■7〜9月：千葉敬愛高等学校剣道場　■10〜3月：佐倉市民体育館剣道場
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