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 熊本県8

7

28（火）～29（水)  全日本少年剣道錬成大会（道場） 〃 道場連盟

 居合道六・七段審査会 高知県

5

9

 5（土）

 全国健康福祉剣道交流大会　　　　　　　　　　 （22回） 札幌市

警察庁  日本武道館

26（木）～27（金）

　7（土）～8（日）九州高段者研修会（六・七・八段受審希望者） 九剣連佐賀市

　　　 〃全剣連

 京都市立体育館

3（土）～5（月）

10

期　　日

 国民体育大会剣道大会　　　　                    （64回）〃  武徳殿

 全日本女子剣道選手権大会　　                 （48回）

全剣連

〃 　　   〃              18（日）  全日本杖道大会　　　　　　　                       （36回）

  27（日）

 枇杷島スポーツセンター

11

　
  ７（土）  剣道・居合道・杖道称号「教士」筆記試験 福岡市

東京都

 居合道六・七段審査会

〃

14（土）～15（日）  全国青年剣道大会　　　　　　                      （58回）

 1３（金） 〃 全剣連

4

4（土）～5（日）  剣道中央（西日本）講習会  　　　　　           （44回） 兵庫県 全剣連  神戸市立中央体育館

６（日）～7（月）

19（日）  全日本選抜剣道八段優勝大会　　  　　         (7回）

期　　日

全福祉協  北海道11（土）  剣道・居合道・杖道称号「教士」筆記試験 福岡市 〃

 全剣連剣道合同稽古会（九州）

名古屋市 〃  中村スポーツセンター　  11（金）  全国警察剣道選手権大会 東京都

25（土）  平成20年度　全国税関剣道大会 横浜市 財務省  神奈川県立武道館 12（土）～13（日）  居合道中央講習会　　　　　                        （36回） 京都市 全剣連  京都市武道センター

29（水/祝）  全日本都道府県対抗剣道優勝大会　         （5７回） 大阪市 全剣連  大阪市中央体育館   1３（日）  全日本東西対抗剣道大会　　　                   （55回） 埼玉県 〃

29（水/祝）  剣道六段審査会 京都市 〃   20（日）  全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会        (4回） 大阪市 大阪府剣連 大阪府舞洲アリーナ

30（木）  剣道七段審査会 〃 〃 　　   〃　　　　 23（火/祝）  西日本各県対抗剣道大会　　　 　                (59回) 鹿児島県 九剣連

2（土）～5（祝)  全日本剣道演武大会　　　　　                   (10５回） 〃

17（日）  剣道六段審査会 〃

 居合道・杖道称号（範士・教士・錬士） 〃

1（金）～2（土)  剣道八段審査会 京都市

16（土）  剣道七段審査会 名古屋市

 3（日）  居合道・杖道八段審査会 〃

 3（日）

長岡市 全日体連  新潟県

〃  京都市武道センター  21（水）  全国警察剣道大会 東京都 警察庁  日本武道館

〃 〃

 福岡市民体育館

　　   〃　　　　

〃

横須賀市 全剣連

  2４（土）  全日本居合道大会 　　　　 　                      （44回）

藤枝市 ９（土）  全剣連剣道合同稽古会（九州） 福岡市 九剣連

 6（水）  剣道称号（範士・教士・錬士）

 静岡県武道館

 日本武道館

福岡市 九剣連  福岡市民体育館

全剣連

島原市 〃  島原復興アリーナ

 剣道七段審査会

〃

　  日本武道館

福岡市  福岡中央体育館九剣連

〃

〃

20（水）～2４（日)  全国中堅剣士講習会　　　　　                    （47回） 奈良市 〃  奈良市中央武道館

〃
 全日本剣道選手権大会　　　　                    （57回） 東京都 　　 3（火/祝）

6

4（木）～7（日)  八　段　研　修　会　　   　 　                        (18回) 東京都

20（土）～2１（日)  杖道中央講習会　　　　　　　　                     (1８回)　 勝浦市

全剣連

1２（金）  居合道六・七段審査会 弘前市 〃

〃  千葉県  14（土）  全剣連剣道合同稽古会（九州）

全剣連
 15（日）  剣道六段審査会

24（火）～2５（水）  剣道八段審査会

 14（土）  剣道七段審査会

〃

名古屋市 全剣連

〃

東京都 〃
 11（土）  全剣連剣道合同稽古会（九州） 福岡市 九剣連

 10（金）

 福岡市民体育館

25（土）～26（日)

 日本武道館
 18（土）  第１回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　　　　　                 （東京都 全剣連  日本武道館

2５（水）～26（木）  剣道六段審査会
24（金）～29（水)

全国教職員剣道大会　　　　　　                  （51回）

〃
 平成2１年度玉竜旗高校剣道大会　 福岡市 九剣連  マリンメッセ福岡

（平成２２年）
 全日本少年武道（剣道）錬成大会 東京都

15(土)～16(日) 国民体育大会九州ブロック大会　               （29回）

3（月）～5（水)  全国高等学校剣道大会　　　　                    (56回）

6（木）～8（土)  九州中学校剣道大会　　　　　          　　      （39回）

　10（月）

長崎県 九中体連 シーハットおおむら

大阪市

 日本武道館
　9（土）

全高体連  15（金）

 福岡市民体育館

 杖道六・七段審査会 東京都 全剣連

 全剣連剣道合同稽古会（九州） 福岡市 九剣連

2 13（土）～14（日）  全九州高校選抜剣道大会     　                  （26回）  別府アリーナ

1６（土）～1７（日）  杖道地区講習会 〃 〃

1

大津市 全学連
別府市 九剣連

長崎県 九剣連  森山スポーツ交流館

20（木）～22（土)  全国中学校剣道大会　　　　　                    （39回） 人吉市 全中体連  全剣連剣道合同稽古会（九州）

29（月）～31（水）  魁星旗争奪全国高校勝抜剣道大会            （38回）

　23（日）  剣道六段審査会

福岡市 九剣連  福岡市中央体育館

　2１（金）  杖道六・七段審査会 札幌市 全剣連 27（土）～28（日）  全国高等学校剣道選抜大会                      (19回) 全高体連 （未定）

　22（土）  剣道七段審査会 福岡市 〃 27（土）～29（月）  全国スポーツ少年団剣道交流大会              (32回) 日体協 （未定）

 28（日）  全国選抜少年剣道錬成大会　　　　　　　　    （51回）〃 〃

秋田県 〃　30（日）  剣道六段審査会

3

６（土）

 平成２1年度　行　 事　 日　 程　 表

秋田市 全高体連  秋田県

水戸市

資料 ２－３






