
H30、3/14記 　

第2回理事会

 第６６回 県下剣道選手権大会及び

 第５７回 女子剣道選手権大会          

　  ◎ 会　　議    　　　　　　 （定款第13条及び第33条）

第1回　理事会

長崎市

5月6日（日）午前

ＡＮＡクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル

平成30年度 事 業 計 画 書 (　案　）

    (一 財）長崎県剣道連盟

名　　　　　　　　　称 開催地 期　 日 備　　　考

第1回評議員会 6月１0日(日)午前

6月１0日(日)午後

・午後第2回評議員会 3月10日(日)午後

第3回理事会
平成31年

事務局長会議 5月6日（日）午後

３月１０日（日）午前

　  ◎ 大　会（主催事業） 　　 （定款第4条 1項）

1

4  第7回長崎県杖道大会 諫早市 9月30日(日)

3 大村市武道館

2 諫早市 6月17日(日) 西陵高等学校(体育館）

長田文武館

 第４8回県下居合道段別選手権大会　　　  　 大村市 7月1日(日)

5  第６4回県下剣道大会 〃 10月28日(日) 西陵高等学校(体育館）

6  第20回県下剣道祭　　　　　　　    　　　  長崎市 12月16日(日) 県立総合体育館（サブアリーナ）

7
第６６回全日本都道府県対抗剣道大会長崎県予選
第１０回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会県予選 長崎市　　

平成31年
長崎南高等学校（武道場）

2月3日(日)

8  第41回長崎県下女子剣道大会　　　　　　  　　 諫早市 2月17日(日) 諫早市中央体育館

    ◎ 大　会（共催事業）    （定款第4条　1項）

1  長崎県下高等学校剣道選手権大会    　  長崎市 4月15日(日) 三菱重工総合体育館

2  長崎県高等学校総合体育大会剣道競技 諫早市
6月2日(土)

森山スポーツ交流館
  ～ 4日(月)

3  長崎県中学校総合体育大会剣道競技 佐世保市 7月28日(土) 東部スポーツ広場体育館

4 平成30年度長崎県民体育大会　　　 佐世保市 11月11日（日） 県立武道館

5  長崎県高等学校新人戦体育大会剣道競技 佐世保市
11月17日(土)

小佐々体育館
  ～18日(日)

6  長崎県中学校総合体育大会剣道新人戦 佐世保市 12月9日(日) 東部スポーツ広場体育館

7 長崎県スポーツ少年団剣道大会 長崎市
平成31年

県立総合体育館（メイン）
1月12日（土）

8 第２8回全国高等学校剣道選抜大会長崎県予選 長崎市
1月19日(土）

未定
   ～ 20日(日）

県立南高等学校
 第73回国民体育大会
第６８回西日本各県対抗県選考会

長崎市 4月22日(日)
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予定

未定

名　　　　　　　　　称 開催地 期　 日 備　　　考

    ◎ 支援・強化事業    　（定款第4条　6項）

1  少年剣道基本・強化錬成会（平戸・松浦・北松） 北　松 6月16日(土) 松浦市スポーツセンター

県立武道館

3  少年剣道基本・強化錬成会（大村市・諫早市・東彼地区) 大村市 6月30日(土) 大村中央小学校

5
長崎県中学校強化錬成会　　（県南・県央地区）

（県北地区）
諫早市

8月下旬
佐世保市

2  少年剣道基本・強化錬成会 佐世保市 6月23日(土)

7  少年剣道基本・強化錬成会 壱岐市 8月4日(土) 盈科小学校(体育館)

4  少年剣道基本・強化錬成会（長崎市・西彼地区） 長崎市 7月1日(日) 片淵中学校

 少年剣道基本・強化錬成会 対馬市 8月18日(土) 美津島町体育館　

6  少年剣道基本・強化錬成会（雲仙市・島原市・南島原市） 雲仙市 7月14日(土) 小浜体育館

9  少年剣道基本・強化錬成会 新上五島 11月3日(土) 有川総合体育館

8

10  少年剣道基本・強化錬成会 五島市 11月3日(土) 五島市武道館

11  第４4回長崎県少年武道大会（明社協） 長崎市 3/5現在　未定

12  長崎県スポーツ少年団剣道大会 〃
平成31年

県立総合体育館（メイン）
１月12日(土)

    ◎ 講習会強化事業    　（定款第４条　2項）

　派遣講習会

1

 (1) 第53回剣道中央(西日本）講習会　　 兵庫県
3月31日(土)

神戸市立中央体育館
 ～4月1日(日)

 (2)第２７回 杖道中央講習会　　　　　　   勝浦市
6月2日(土)

日本武道館研修センター
 ～3日(日)

 (3)第５５回 全国中堅剣士講習会    　　　　 奈良市
6月13日(水)

奈良市中央武道館
 ～17日(日)

(4）第４５回居合道中央講習会 京都市
９月8日（土）

京都市武道センター
～9日（日）

2



備　　　考名　　　　　　　　　称 開催地 期　 日

  県剣連主催講習会

2

(１) 伝達講習会　　　　　　 長崎市 4月8日(日）
県立総合体育館
大研修室+武道場

(3) 全日本後援剣道講習会（日本剣道形）　

(２) 伝達講習会　　　　　　 佐世保市 4月14日(土） 長崎県立武道館

5月13日(日)

（4）普及委員会講習会　（普及委員会） 長崎市 無
平成30年度は剣道講習会で
日本剣道形を実施のため
中止

（5）審査員講習会（審査委員会） 長崎市 県立総合体育館　武道場7月16日（祝/月）

（6）中央受審者講習会(審査･審判委員会） 佐世保市
平成31年 H30,10/13～14

九州高段者研修会で
代行する

　居合道講習会

（１） 春　季　講　習　会 大村市 4月1日（日） 大村市武道館

3

（２） 伝　達　講　習　会 〃 9月16日(日) 大村市武道館

4月15日(日) 長田文武館

（２）  伝   達   講   習   会

（３） 秋　季　講　習　会 〃 10月7日(日） 大村市武道館

（４）全剣連後援　 講　習　会 〃 大村市武道館

（３）　秋　季　講　習　会 諫早市 11月18日(日) 長田文武館

 杖道講習会

（１）  春   季   講   習   会 諫早市

諫早市 6月24日(日) 長田文武館

4

（５）居　合　道　 講　習　会 〃
平成31年

大村市武道館
3月24日(日）

11月24日（土）
　　～25日（日）

大村市  シーハットおおむら(サブ）

3



 延べ43回

県警武道館

県内合宿、遠征を含む

県立総合体育館（武道場）

森山スポーツ交流館

大村市武道館

長崎県立武道館

アクシオン福岡

会場未定

福岡市立中央体育館

会場未定

福岡市立中央体育館

会場未定

開催地 期　 日 備　　　考

    ◎ 競技力向上対策事業    （定款第4条　6項）

1  国体選手等合同稽古会 長崎市他

平成30年4月

平成31年3月

名　　　　　　　　　称

2

 県剣連合同稽古会　　　

長崎市 4月7日(土）

諫早市 5月26日(土）

大村市 6月2日(土)

佐世保市 9月8日(土)

 一般・高校生合同稽古会

　月  日(  )

　月  日(  )

3

 全剣連剣道合同稽古会　（九州）
　　　　（14：00～16：00）

福岡市 5月26日(土)

熊本県 7月7日(土)

福岡市 9月15日(土)

熊本県 11月10日(土)

平成29年

　
福岡市 1月12日(土)

熊本県 3月2日(土)

    ◎ 審査事業　　   　　   （定款第4条　3項）

剣道段位審査会 （中央審査 初段～五段） 【全剣連委任審査】

1

 (1) 佐世保中央審査会 佐世保市 4月1日(日) 長崎県立武道館

（２) 長崎中央審査会 長崎市 11月3日(祝/土) 県警武道館

（３）島原中央審査会 島原市 12月1日(土) 有馬武道館

2

剣道段位審査会(中央地区審査 初段～五段)【全剣連委任審査】

 (1) 対馬地区中央審査会 対馬市 8月19日(日)  美津島町民体育館

（2）五島地区中央審査会 五島市 11月4日(日)  五島市武道館

～

4



県立総合体育館(サブアリーナ）

県警武道館

小浜町体育館

名　　　　　　　　　称 開催地 期　 日 備　　　考

川棚勤労者体育館

剣道段位審査会 （地区審査　初段～三段） 【全剣連委任審査】

3

（1）長崎地区審査会 長崎市
4月1日(日)

8月5日(日)

（2）雲仙地区審査会 雲仙市 5月26日(土)

佐世保市 11月10日(土) 長崎県立武道館

（３）壱岐地区審査会 壱岐市 8月5日(日) 盈科小学校(体育館)

（４）東彼地区審査会 川棚町 8月11日(土)

上五島町 11月4日(日) 有川総合体育館

（５）北松・松浦・平戸地区審査会 北　松 8月19日(日) 世知原町体育館

（6）佐世保地区審査会

（8）西彼地区審査会 長与町 11月23日(祝/金) 長与町武道館

(９)大村地区審査会 大村市 12月2日(日) 大村市武道館

（7）上五島地区審査会

(10)諫早地区審査会 諫早市 12月2日(日) 長田文武館

4

　　居合道段位審査会（初段～五段）　　　【全剣連委任審査】

　春　季　審　査　会 大村市 4月1日(日) 大村市武道館

　秋　季　審　査　会 〃 10月7日(日) 大村市武道館

5
　 杖道段位審査会（初段～三段）　　　【全剣連委任審査】

  杖　道　審　査　会 諫早市 11月18日(日) 長田文武館

    ◎ 選手派遣事業　　      （定款第4条　2項）

1  第６６回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 大阪市 4月29日(祝/日)
エデイオンアリーナ大阪
（旧大阪府立体育館）

2  第9回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 東京都 7月14日(土) 日本武道館

3  第６０回全国教職員剣道大会 岸和田市 8月3日(金)

4  第３8回 国民体育大会九州ブロック大会 鹿児島県 8月19日(日) 霧島アリーナ

5



未定

1

10月13日(土)

 ～14日(日)

第73回「国体」第３8回九州ブロック大会 鹿児島県 8月19日(日)

期　 日 備　　　考

5 第6４回 全日本東西対抗剣道大会 茨城県 9月2日(日)

舞洲アリーナ

7 第５７回 全日本女子剣道選手権大会 長野市 9月23日(祝/日)

6

別府アリーナ

9 第73回 国民体育大会剣道大会 福井県
9月30日(日)

 ～10月2日(火)

9月23日(祝/日)

日本武道館

12

2 第６８回西日本各県対抗剣道大会 大分県 9月23日(祝/日) 別府アリーナ

砺波市

    ◎ 九州剣道連盟主催事業

霧島市牧園アリーナ

佐世保市県立武道館

4
第120回社会体育指導員養成講習会
　　　　（初級・初級更新）

佐賀県
12月14（金）

佐賀総合体育館
～16日（日）

3 九州高段者研修会（剣道八・七・六段受審希望者） 長崎県

5 第35回九州高校選抜剣道大会 大分県

平成31年

杵築市文化体育館2月9日(土)

 ～10日(日)

東京都

10

8 第６8回 西日本各県対抗剣道大会 大分県

11 第６６回 全日本剣道選手権大会

富山県

第12回 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会    大阪市 9月17日(祝/月)

名　　　　　　　　　称 開催地

第31回 全国健康福祉祭剣道交流大会
11月3日(祝/土)

 ～6日(火)

10月2０日(土）第53回 全日本居合道大会 茨城市

11月３日(祝/土)

6


