
月 日 曜 主催・主管 　名　　　　　称 会　　　場 備　　　　　　考

４・５ 土日 全　剣　連 第５５回東日本中央講習会 勝　浦　市
11 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
1111 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 月月例例稽稽古古県県武武道道館館（（１１１１日日））

1188 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

1199 日日 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

19 日 全　剣　連 第18回全国選抜八段優勝大会 名　古　屋
2244 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 八八街街中中央央中中学学校校剣剣道道場場

29 水・祝 全　剣　連 第6８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（（2255日日））

29 水・祝 全　剣　連 剣道六段審査会 京　都　市
30 木 全　剣　連 剣道七段審査会 京　都　市
１・２ 金・土 全　剣　連 剣道八段審査会 京　都　市
2～５ 土～火 全　剣　連 第１１6回全日本剣道演武大会 京　都　市
3 日・祝 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 水 全　剣　連 剣道称号審査会（範士・教士・錬士） 京　都　市

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 木木刀刀にによよるる基基本本技技稽稽古古法法・・剣剣道道形形講講習習会会 中中学学校校体体育育館館

1166 土土 千千　　剣剣　　連連 剣剣道道審審査査員員講講習習会会 県県武武道道館館第第２２道道場場 月月例例稽稽古古県県武武道道館館（（1166日日））３３週週

16 土 全　剣　連 剣道七段審査会 名古屋市
17 日 全　剣　連 剣道六段審査会 名古屋市 千千葉葉経経済済強強化化（（2233日日））

2222 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 八八街街中中央央中中学学校校剣剣道道場場

2244 日日 佐佐　　剣剣　　連連 第第11回回級級位位審審査査会会((11〜〜33級級）） 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ

2244 日日 佐佐　　剣剣　　連連 評評議議員員会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館会会議議室室 決決算算（（決決議議））：：事事業業報報告告・・予予算算・・事事業業計計画画

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 木木刀刀にによよるる基基本本技技稽稽古古法法・・剣剣道道形形講講習習会会 中中学学校校体体育育館館 中中体体連連主主管管

30・31 土日 全　剣　連 第２9回杖道中央講習会 勝　浦　市
金～日 全　剣　連 居合道六・七段審査会　地区講習会　 月月例例稽稽古古県県武武道道館館（（６６日日））11週週

11～１４ 木～日 全　剣　連 第５8回中堅剣士講習会 奈　良　市 66日日春春季季千千葉葉県県大大学学剣剣道道大大会会

1188 木木 佐佐　　剣剣　　連連 第第11回回女女子子会会員員合合同同稽稽古古会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

2200 土土 佐佐　　剣剣　　連連 伝伝達達講講習習会会 四四街街道道総総合合公公園園体体育育館館武武道道場場

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 小小学学生生練練成成会会
18～２１ 木～日 全　剣　連 第３０回八段研修会 日　野　市

2266 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 八八街街中中央央中中学学校校剣剣道道場場

28 日 日本スポ協 第75回国民体育大会関東ブロック大会 神奈川県 強強化化四四街街道道（（22７７日日））

４４ 土土 千千　　剣剣　　連連 第第4499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

55 日日 千千　　剣剣　　連連 全全剣剣連連派派遣遣講講師師剣剣道道講講習習会会 県県  武武  道道  館館

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 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

１２ 日 全　剣　連 第１2回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 奈良県 月月例例稽稽古古県県武武道道館館（（1111日日））

19 日 関東七県協議会 関東七県対抗剣道大会 栃木県

2244 金金・・祝祝 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 千千葉葉敬敬愛愛高高校校剣剣道道場場 ススポポーーツツのの日日

2255 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）） 県県武武道道館館 強強化化四四街街道道（（2255日日））

22 日日 佐佐　　剣剣　　連連 第第22回回級級位位審審査査会会((11〜〜33級級）） 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ

7～９ 金～日 全　剣　連 居合道六・七段審査会　　　地区講習会 和歌山県
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 県県武武道道館館 月月例例稽稽古古県県武武道道館館（（８８日日））

99 日日 佐佐　　剣剣　　連連 第第11回回初初～～三三段段位位審審査査 成成田田市市体体育育館館アアリリーーナナ 成成田田剣剣連連主主管管

18 火 東　照　宮 第70回日光大会 栃　木　県

2222 土土 佐佐　　剣剣　　連連 錬錬成成大大会会（（小小・・中中・・高高））準準備備 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 1199::0000〜〜

22 土 全　剣　連 剣道七段審査会 長野市 強強化化四四街街道道（（2222日日））

2233 日日 佐佐　　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

23 日 全　剣　連 剣道六段審査会 長野市
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

2288 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 千千葉葉敬敬愛愛高高校校剣剣道道場場

2299 土土 千千　　剣剣　　連連 第第6688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

29 土 全　剣　連 剣道七段審査会 福岡市
30 日 全　剣　連 剣道六段審査会 福岡市

全　剣　連 第４6回居合道中央講習会 京　都　市
6 日 全　剣　連 第66回全日本東西対抗剣道大会 大分県
13 日 全　剣　連 第59回全日本女子剣道選手権大会 長　野　市 月月例例稽稽古古県県武武道道館館（（１１２２日日））

1199 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（（午午前前）） 県県武武道道館館 国国体体壮壮行行会会午午後後（（1199日日））県県武武道道館館

2222 火火・・祝祝 千千　　剣剣　　連連 千千葉葉県県居居合合道道大大会会 県県武武道道館館

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 小小学学生生練練成成会会
2255 火火・・祝祝 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 千千葉葉敬敬愛愛高高校校剣剣道道場場 千千葉葉経経済済強強化化（（２２６６日日））

33 土土 全全剣剣連連 授授業業協協力力者者養養成成講講習習 県県武武道道館館

44 日日 佐佐　　剣剣　　連連 千千剣剣連連派派遣遣講講師師剣剣道道講講習習会会 富富里里市市社社会会体体育育館館 成成田田剣剣連連主主管管

４～6 日～火 日スポ協 第７5回国民体育大会 鹿児島県
未定 全　剣　連 第47回全日本杖道大会（予定） 埼玉県
１１００ 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 月月例例稽稽古古県県武武道道館館（（１１００日日））

1155 木木 佐佐　　剣剣　　連連 第第22回回女女子子会会員員合合同同稽稽古古会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

17 土 全　剣　連 第55回全日本居合道大会 石川県 1177・・1188NNTTTT全全国国剣剣道道大大会会

2233 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

３３１１ 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 流流山山市市 強強化化四四街街道道（（2244日日））

１１ 日日 千千　　剣剣　　連連 第第7700回回千千葉葉県県民民体体育育大大会会 流流山山市市

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 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

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 小小学学生生練練成成会会
3 火・祝 全　剣　連 第6８回全日本剣道選手権大会 東京都
7 土 全　剣　連 居合道六・七段審査会 東　京　都
1144 土土 佐佐　　剣剣　　連連 第第33回回級級位位審審査査会会((11〜〜33級級）） 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ

14 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（（１１４４日日））県県武武道道館館

14.15 土・日 全　剣　連 第69回全国青年大会 東　京　都
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
22 日 全　剣　連 剣道六段審査会 東　京　都
2233 月月・・祝祝 千千　　剣剣　　連連 第第６６８８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

24 水 全　剣　連 剣道・居合道・杖道称号「教士・錬士」審査会 東　京　都
24・25 火・水 全　剣　連 剣道七段審査会 東　京　都

2277 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

26・27 木・金 全　剣　連 剣道八段審査会 東　京　都 強強化化四四街街道道（（2288日日））

2288・・2299 土土・・日日 佐佐　　剣剣　　連連 佐佐倉倉近近隣隣親親善善剣剣道道錬錬成成会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

1122 土土 佐佐　　剣剣　　連連 稽稽古古納納めめ 千千葉葉敬敬愛愛高高校校剣剣道道場場

1122 土土 佐佐　　剣剣　　連連 納納会会 四四街街道道

1122 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

1199 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 強強化化四四街街道道（（2266日日））

99 土土 千千　　剣剣　　連連 稽稽古古始始めめ 県県武武道道館館

15～17 金～日 全　剣　連 杖道六・七段審査会　　　地区講習会 東京都
1177 日日 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 県県武武道道館館 強強化化四四街街道道（（２２３３日日））

2222 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

2233 土土 佐佐　　剣剣　　連連 稽稽古古始始・・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

77 日日 佐佐　　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

1133 土土 千千　　剣剣　　連連 第第6699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 県県武武道道館館 月月例例稽稽古古（（1133日日））県県武武道道館館

1188 木木 佐佐　　剣剣　　連連 第第33回回女女子子会会員員合合同同稽稽古古会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

2200 土土 佐佐　　剣剣　　連連 四四段段以以上上受受審審者者講講習習会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

2200 土土 千千　　剣剣　　連連 女女子子剣剣道道講講習習会会 県県武武道道館館

2266 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館剣剣道道場場

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 小小学学生生練練成成会会
2277 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 県県武武道道館館第第２２道道場場 強強化化四四街街道道（（2200日日））

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 月月例例稽稽古古（（1133日日））県県武武道道館館

66 土土 佐佐　　剣剣　　連連 第第22回回初初～～三三段段位位審審査査 佐佐倉倉市市民民体体育育館館アアリリーーナナ 佐佐倉倉剣剣連連主主幹幹

66 土土 佐佐　　剣剣　　連連 理理事事会会 佐佐倉倉市市民民体体育育館館会会議議室室 事事業業計計画画・・予予算算

未未定定 佐佐　　剣剣　　連連 少少年年院院第第33回回級級位位審審査査会会 八八街街少少年年院院

66 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

2266 金金 佐佐　　剣剣　　連連 月月例例稽稽古古会会 八八街街中中央央中中学学校校剣剣道道場場

2200 土土 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 県県武武道道館館第第１１道道場場 強強化化四四街街道道（（2277日日））
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