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 第70回西日本各県対抗県予選会 

 第６８回 全日本剣道選手権大会県予選

 第５９回 全日本女子剣道選手権大会県予選          

１月31日(日)

令和３年

2月7日(日)

7  第43回長崎県下女子剣道大会　　　　　　  　　 諫早市 諫早市中央体育館

   ～ 17日(日）

8

6  長崎県中学校総合体育大会剣道新人戦 長崎市 12月13日(日) 県立総合体育館(メイン)

7 全国高等学校剣道選抜大会長崎県予選 佐世保市
1月16日(土）

東部スポーツ広場体育館

5  長崎県高等学校新人戦体育大会剣道競技 長崎地区
11月7日(土)

調整中
  ～8日(日)

3  長崎県中学校総合体育大会剣道競技 佐世保市 7月26日(日) 東部スポーツ広場体育館

4  令和２年度長崎県民体育大会　　　 長崎市 11月15日（日） 片淵中学校体育館

2  長崎県高等学校総合体育大会剣道競技 諫早市
6月6日(土)

諫早中央体育館
  ～ 8日(月)

1  長崎県下高等学校剣道選手権大会    　  長崎市 4月19日(日) 三菱重工総合体育館

    ◎ 大　会（共催事業）    （定款第4条　1項）

8
第６９回全日本都道府県対抗剣道大会長崎県予選
第１３回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会県予選 諫早市 西陵高等学校（武道場）

西陵高等学校(体育館）

6  第２２回県下剣道祭　　　　　　　    　　　  長崎市 12月20日(日) 三菱重工総合体育館

4  第９回長崎県杖道大会 諫早市 9月13日(日) 長田文武館

5  第６７回県下剣道大会 〃 10月25日(日)

2 長崎市 5月17日(日) 県立総合体育館　武道場

3  第５０回県下居合道段別選手権大会　　　  　 時津町 5月17日(日) B&G海洋センター

　  ◎ 大　会（主催事業） 　　 （定款第4条 1項）

1 諫早市 4月26日(日) 西陵高校武道場
 第７5回国民体育大会県予選会

第２回理事会 6月28日(日)午後

令和３年
第３回理事会 ３月１４日（日）午前

第２回評議員会 3月１４日(日)午後

　  ◎ 会　　議    　　　　　　 （定款第13条及び第33条）

第１回　理事会

長崎市

5月24日（日）午前

ＡＮＡクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル

事務局長会議 5月24日（日）午後

第１回評議員会 6月28日(日)午前

令和２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

資料2-1

1



 少年剣道基本・強化錬成会（長崎市・西彼地区） 7月19日(日) 片淵中学校

8月1日(土) 盈科小学校(体育館)

 少年剣道基本・強化錬成会 8月8日(土) 県立武道館

8月２９日(土) 森山スポーツ交流館

8月２９日(土) 佐世保市内公立中学校

 少年剣道基本・強化錬成会 8月29日(土) 美津島体育館　

 少年剣道基本・強化錬成会 11月7日(土) 有川総合体育館

 少年剣道基本・強化錬成会 11月7日(土) 五島市武道館

 第４６回長崎県少年武道大会（明社協） 県立体育館（メイン）

 (1) 第5５回剣道中央(西日本）講習会(延期)

6
佐世保市

 (4）第４７回居合道中央講習会 京都市
９月５日（土）

京都市武道センター
　　～６日（日）

勝浦市
5月30日(土)

日本武道館研修センター
 ～３１日(日)

 (3)第５８回 全国中堅剣士講習会    　　　　 奈良市
6月11日(木)

奈良市中央体育館
 ～14日(日)

    ◎ 講習会事業    　（定款第４条　2項）

　派遣講習会

1

兵庫県
4月4日(土)

R2.3.6全剣連から連絡
 ～4月5日(日)

 (2)第２９回 杖道中央講習会　　　　　　   

12  長崎県スポーツ少年団剣道大会 長崎市
令和３年

県立総合体育館（メイン）
１月17日(日)

10
五島市

11
長崎市 １２月６日（日）

9
新上五島

7
長崎県中学校強化錬成会　　（県南・県央地区）

（県北地区）
諫早市

佐世保市

8
対馬市

4
長崎市

5
 少年剣道基本・強化錬成会 壱岐市

2  少年剣道基本・強化錬成会（大村市・諫早市・東彼地区)   大村市 7月4日(土) 大村中央小学校

3  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11日(土) 小浜体育館

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） 松浦市 6月14日(日) 松浦スポーツセンター

2



備　　　考

(4)審査員講習会(審査・審判委員会)　 長崎市 7月23日(祝木) 総合体育館　武道場中研室

諫早市 11月15日(日) 長田文武館

4

（１）  春   季   講   習   会 諫早市 4月12日(日) 長田文武館

（２）  伝   達   講   習   会 諫早市 6月21日(日) 長田文武館

（３）　秋　季　講　習　会

（５）居　合　道　 講　習　会　(級位審査会) 長崎市
令和３年

長崎市立福田中学校
3月28日(日）

 杖道講習会

（３） 秋　季　講　習　会 長崎市 10月4日(日） 長崎市立福田中学校

（４）居　合　道　古　流　研　究　会　 長崎市 11月22日(日） 長崎市立福田中学校

（１） 春　季　講　習　会   中止 長崎市 4月5日（日） 長崎市立福田中学校

3

（２） 伝　達　講　習　会　(級位審査会) 長崎市 9月13日(日) 長崎市立福田中学校

(7) 中央受審者講習会(審査・審判委員会)　 諫早市
令和3年

森山スポーツ交流館
２月11日（木祝）

　居合道講習会

(5) 日本剣道形講習会(普及委員会)　 長崎市 9月5日(土) 総合体育館　武道場

(6) 授業協力者講習会 諫早市 9月20日(日) 西陵高校

5月9日(土) シーハットおおむら(サブ)

(２) 伝達講習会 (延期) 佐世保市 未定 未定

名　　　　　　　　　称 開催地 期　 日

  県剣連主催講習会

(１) 伝達講習会 (延期) 長崎市 未定 未定

2

大村市(3)全剣連後援　剣道講習会(指導法)　

3



 延べ35回

県警武道館

県内合宿、遠征を除く

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

福岡市中央体育館

熊本市城南総合ｽﾎﾟｰﾂセンター

福岡市中央体育館

熊本市城南総合ｽﾎﾟｰﾂセンター

福岡市中央体育館

熊本市城南総合ｽﾎﾟｰﾂセンター

（2）五島地区中央審査会 五島市 11月8日(日)  五島市武道館

（３）大村市中央審査会 大村市 12月6日(日) 大村市武道館

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30日(日)  美津島町民体育館

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　　　　　中止 佐世保市 4月5日(土) 県立武道館

（２) 長崎中央審査会 長崎市 11月3日(祝/火) 県警武道館

　
福岡市 1月9日(土)

熊本県 3月6日(土)

    ◎ 審査事業　　   　　   （定款第4条　3項）

福岡市 9月12日(土)

熊本県 10月31日(土)

令和　3年

佐世保市 9月19日(土)

3

 全剣連剣道合同稽古会　（九州）
　　　　（14：00～16：00）

福岡市 5月16日(土)

熊本県 7月4日(土)

令和　3年3月

2  県剣連合同稽古会(14:00～16:00)　　　

長崎市 4月11日(土）

諫早市 5月30日(土）

大村市 6月27日(土)

名　　　　　　　　　称 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(19:30～20:45)
３月中
中止

長崎市他

令和　2年4月

～

4



県警武道館

県警武道館

5  第４０回 国民体育大会九州ブロック大会 那覇市 8月23日(日) 沖縄県立武道館

3  第１２回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 奈良県 7月12日(日)

4月29日(祝/水)
エデイオンアリーナ大阪
（旧大阪府立体育館）

橿原市

4  第６２回全国教職員剣道大会 岩手県 8月6日(木) 花巻市

佐賀市 6月21日(日)

　秋　季　審　査　会 長崎市 10月4日(日) 福田中学校

　 杖道段位審査会（初段～三段）　　　【全剣連及び全剣連委任審査】

  杖　道　審　査　会　(県下)　初段～三段 諫早市 11月15日(日) 長田文武館

（8）西彼地区審査会 長与町 11月23日(祝/月) 長与町武道館

　　居合道段位審査会（初段～五段）　　　【全剣連委任審査】

4
　春　季　審　査　会　　　　　中止 長崎市 4月5日(日) 福田中学校

(９)島原地区審査会 島原市 12月5日(土) 有馬武道館

(10)諫早地区審査会 諫早市 12月6日(日) 長田文武館

（6）佐世保地区審査会 佐世保市 11月3日(祝火) 長崎県立武道館

（7）上五島地区審査会 上五島町 11月8日(日) 有川総合体育館

（４）東彼地区審査会 東彼杵 8月８日(土) 川棚勤労者体育館

（５）北松・松浦・平戸地区審査会 北　松 8月23日(日) 佐々町体育館

（2）雲仙地区審査会 雲仙市 5月16日(土) 小浜町体育館

（３）壱岐地区審査会 壱岐市 8月2日(日) 盈科小学校(体育館)

名　　　　　　　　　称 開催地 期　 日 備　　　考

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 　　　　　　中止 長崎市
4月5日(日)

8月2日(日)

5

2  第７０回西日本各県対抗剣道大会

    ◎ 選手派遣事業　　      （定款第4条　2項）

1  第６８回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 大阪市

佐賀県総合体育館

5



名　　　　　　　　　称 開催地 期　 日 備　　　考

埼玉県立武道館

 ～10月6日(火)

第２９回全国高等学校選抜剣道大会 全剣連 3月26日（金）

令和3年

2 春日井市

～28日（日）

2月13日(土)

 ～14日(日)

    ◎ 全日本剣道連盟主催事業

1
社会体育指導員養成講習会
　　　　（初級・初級更新）

長崎県
12月11日（金）

シーハットおおむら
～13日（日）

3 九州高段者研修会（剣道八・七・六段受審希望者） 熊本県
10月10.11日

(土日)
熊本武道館

4 第37回九州高校選抜剣道大会 沖縄県

令和3年

那覇市

    ◎ 九州剣道連盟主催事業

第70回西日本各県対抗剣道大会 佐賀県 6月21日(日) 佐賀県総合体育館

2 第75回「鹿児島国体」第40回九州ブロック大会 沖縄県 8月23日(日) 沖縄県立武道館

13 第33回 全国健康福祉祭剣道交流大会 岐阜県
10月31日(土)

関市　ふれあいアリーナ
 ～１１月2日(月)

1

第５６回 全日本居合道大会 金沢市 10月17日(土）

東京都 11月3日(祝/火)第６８回 全日本剣道選手権大会

9 第７５回 国民体育大会剣道大会 鹿児島県
10月4日(日)

霧島市　牧園アリーナ

第４７回 全日本杖道大会 上尾市 10月11日(日）10

7 第１５回 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会    大阪市 9月13日(日)

8 第５９回 全日本女子剣道選手権大会 長野市 9月13日(日) 長野県開催最後

6 第６６回 全日本東西対抗剣道大会 大分県 9月6日(日) 昭和電工武道ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

11

12
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