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    　　　長崎県立武道館

長崎市

　 雲仙市

壱岐市

　 　 　 　 　       　　　 長崎県立武道館

　 　 　 　 　

       　　　長与町武道館

19（土） 尐年剣道基本・強化錬成会 雲仙市 県剣連 小浜町体育館

　　　　　　　川平小学校

　　　　　　　川平小学校

3

　 平成 ２6 年度　行　 　事　 　日　 　程　 　表
（一財)長崎県剣道連盟

平成２６年3月5日　記

期　　日 期　　日 各地区剣道審査会

4

6(日） 春季居合道講習会  長崎市 居合道部 川平小学校　

27(日） 道場連盟尐年剣道大会 諫早市 道場連盟

9

6(土)～7
（日）

国体強化合宿（広島市） 広島市 強化 　

県立武道館

強化 五島市中央公園体育館

全剣連

（ 初段～五段 ）

12(土) 県剣連合同稽古会  　　　　 長崎市 県剣連 県立総合体育館（武道場） 13（土） 県剣連合同稽古会　 佐世保　　県剣連　 佐世保市 4月06日（日）

13(日） 伝達講習会　　　　　　　　　 　　　　　　　 長崎市 県剣連 県立総合体育館（武道場） 13(土)～15
（月）

国体強化合宿（五島市） 五島市
長崎市 11月03日(祝/月）20(日） 　　　〃　　　　　　　　　　　　 佐世保市 〃 長崎県立武道館 15（祝/月）第９回全日本都道府県少年大会 大阪市 大阪市舞洲アリーナ

　　　県警武道館

20(日） 杖道春季講習会 諫早市 県杖道部 長田文武館 14(日) 居合道伝達講習会 長崎市 居合道部 川平小学校　 大村市 12月７日（日）

20(日） 県下高等学校剣道選手権大会 長崎市 県剣連 三菱重工総合体育館 23(祝/火) 第６4回西日本各県対抗剣道大会　　山口県 九剣連 　 　　　  　大村市武道館

（ 初段～五段 ）
森山スポーツ交流館

10

3（金）～5（日） 国体強化合宿（五島市）　 五島市 　強化

長崎市　 居合道部

日体協

日体協

五島市中央公園体育館 対馬市 ８月10日（日）29(祝/火） 第６２回都道府県対抗剣道大会 大阪市 全剣連 大阪市中央体育館
5(日) 秋季居合道講習会 川平小学校       　　　　美津島町民体育館

五島市 11月０2日（日）

5

10(土) ねんりんピック県予選会 　諫早市　　すこやか 小野体育館　 16(木）～18
（土）

国体開催前　五島現地練習 五島市 強化 五島市中央公園体育館
   　　　　　 五島市武道館

１0(土)～１1(日) 剣道講習会（指導法・審判法） 大村市 全剣連 シーハットおおむら 18(土） 長崎国体審判、監督会議　 五島市 五島市中央公園体育館 （ 初段～三段 ）

17(土） 尐年剣道基本・強化錬成会 北  松 県剣連 江迎中学校 19（日）～21
（火）

長崎国体剣道競技 五島市 五島市中央公園体育館 ４月20（日）
８月０3日（日）

      　　　 県立総合体育館

１8 (日) 第44回県下居合道段別選手権大会 長崎市 居合道部 川平小学校　       

５月２4日（土）２4(土) 県剣連合同稽古会 　　諫早市　　県剣連 諫早市体育館

８月０3日（日）
   　　　　　盈科小学校体育館

31（土）　 県剣連合同稽古会 　大村市　　

      　　　 小浜町体育館
県剣連 有川総合体育館少年剣道基本・強化錬成会1(土)

長崎市 県高体連

２５(日) 第１回 理事会、午後事務局長会議 長崎市 〃 ＡＮＡクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル

新上五島

五島市武道館

長崎県立東高等学校　
県剣連 大村武道館　

1(土) 尐年剣道基本・強化錬成会 五島市 〃

15(土)～16(日) 長崎県高等学校新人戦体育大会剣道競技

5/31(土)～2(月) 県高等学校総合体育大会剣道競技 諫早市

２1(日)

東　彼 ８月１0日（日）
      　　 　川棚勤労者体育館

北　松

7 (日) 第41回長崎県尐年武道大会　　　    長崎市 明社協 県立総合体育館 （メイン）

８月１7日（日）西陵高校体育館

県下警察剣道大会

15 (日) 杖道伝達講習会 諫早市　 杖道部 長田文武館　 県剣連諫早市

県高体連 諫早市中央体育館　

松浦スポーツセンター

１5 (日) 第１回 評議員会、午後第2回理事会 長崎市 県剣連 ＡＮＡクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル 佐世保市27(木)

29(日） 審査員講習会 諫早市 県剣連 日大高校武道場

11月０3日(祝/月）

22 (日) 県下剣道選手権大会・女子剣道選手権大会 諫早市 県剣連

14(日)

強化 小浜町体育館

      　　　  有川総合体育館

上五島 11月０2日（日）

西陵高等学校

11月23日(祝／日）県下剣道祭　　　　　　　 〃

諫早市　 12月７日（日）  （平成２7年）

三和町体育館

11

西　彼
県中体連〃長崎県中学校総合体育大会剣道新人大会

　　　　　　長田文武館

5(土) 尐年剣道基本・強化錬成会 大村市 県剣連 大村中央小学校 

6(日) 尐年剣道基本・強化錬成会 長崎市 〃 長崎女子短期大学
第9回 長崎奉行所初稽古剣道演武大会 長崎市 長崎博物館 長崎歴史文化博物館

諫早市　 県剣連

島原市

諫早市中央体育館　

12月０6日（土）12(土)～13(日) 国体強化合宿（岐阜遠征） 岐阜市 強化
11（日） 第３7回長崎県下女子剣道大会　　 有馬武道館

13(日) 尐年剣道基本・強化錬成会 佐世保市 県剣連 県立武道館
１2(祝/月) 長崎県スポーツ尐年団剣道大会 〃 県体協

19（土） 第６回全日本都道府県女子大会 東京都 全剣連 日本武道館

17(土)～18(日)

1

3(土)

平成２６年度玉竜旗高校剣道大会 福岡県

県立総合体育館 (メイン)

（ 初段～五段 ）
    

全国高等学校剣道選抜長崎県予選 長崎市

 

九剣連 　第31回九州高校選抜剣道大会
長崎市 １０月０5日（日）

 長崎県立東高等学校県高体連

長崎市 長崎南高等学校（武道場）15(日) 県剣連

長崎市 ４月０6日（日）

7(土)～8(日)

居合道審査会

県剣連 県立総合体育館 （サブ）

宮崎県

2(土） 尐年剣道基本・強化錬成会 壱岐市 県剣連 盈科小学校体育館

21(金)～4(月) 第61回全国総合体育大会剣道競技 小田原 全高連

　22（日）

2(土）

長崎市

剣道講習会（普及委員会）　 長崎市 県剣連
16(土)～17（日） 国体強化合宿（五島市） 五島市 強化

（ 初段～三段 ）

１１月２３日（祝/日）春日井市

県立体育館（サブ）
杖道審査会

全日本都道府県対抗県予選会

諫早市
愛知県 全高連

長崎市

五島体育館

中央受審者講習会

尐年剣道基本・強化錬成会 壱岐市 県剣連 盈科小学校体育館

27(金)～28(土) 第24回全国高等学校選抜剣道大会

8(日） 第3回　理事会・第２回　評議員会 県剣連 ＡＮＡクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル

15(日)

24（日）　 第３4回九州ブロック大会 菊池市 九剣連  

9(土） 尐年剣道基本・強化錬成会 対　馬 県剣連

      長田文武館

長崎県警 県立総合体育館

23(祝/日) 秋季杖道講習会 諫早市 杖道部 長田文武館

24（祝/月） 第61回県下剣道大会

森山スポーツ交流館

24（木）～29
（火）

県剣連 県立総合体育館（サブ）

12

6

5（土）～6
（日）

国体強化合宿（男女合同） 雲仙市

長崎市

九剣連 福岡マリンメッセ

小田原総合文化体育館

7

8

27(日) 県中学校総合体育大会剣道競技

美津島町体育館

諫早市　中体連


