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期　　日 行　　　事　　　名 開催地 主催者 備　　　考 期　　日 行　　　事　　　名 開催地 主催者 備　　　考

4 2（土）～3（日） 第57回　剣道中央講習会  兵庫県 全剣連 神戸市 9 3（土） 少年剣道基本・強化錬成会 佐世保市 県剣連 県立武道館　　　　　　

3(日） 居合道昇段審査会（講習会）　　　　　　　　　　　 雲仙市 県剣連 愛野小学校　 4（日）　 第61回　全日本女子剣道選手権大会 奈良県 全剣連 橿原市 佐世保市

9（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 10（土） 剣道指導法伝達講習会 長崎市 県剣連　 長崎総合体育館サブ 県立武道館

10(日） 伝達講習会　　　　　　　　　 　　　　　　　 長崎市 県剣連 県立総合体育館　大研修室　サブアリーナ 11（日） 第9回 長崎県杖道大会 諫早市 杖道部 長田文武館 長崎市 六段 京都市 ４月29日(祝/金)

10(日） 杖道春季講習会 諫早市 県剣連 長田文武館 11（日） 居合道伝達講習会(級位審査会)　 雲仙市 県剣連 愛野小学校 七段 〃  ４月30日(土)

16(土） 伝達講習会　　　　　　　　　 　　　　　　　 佐世保市 県剣連 長崎県立武道館　　　　 17（土） 県剣連合同稽古会　 佐世保市 県剣連　 県立武道館 諫早市 八段 〃 5月1日(日)～2日

17(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 18（日） 第68回　全日本東西対抗剣道大会 兵庫県 全剣連 称号 〃 5月 6日(金)

23（土）～24（日） 「骨太」九州ブロック講習会 熊本県 全剣連 18（日）  第17回　全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 大阪市 全剣連 舞洲アリーナ 七段 名古屋市 5月14日(土)

24(日） 令和4年度　国体及び西日本各県対抗県予選　　　諫早市 全剣連 県立西陵高校　武道場 授業協力者養成講習会 勝浦 全剣連 実施するか未定（2/10現在） 対馬市 六段 〃 5月15日(日)

29(祝/金） 第70回　全日本都道府県対抗剣道優勝大会　　　　大阪市 全剣連 エディオンアリーナ大阪 外国人

10 2（日） 居合道演武大会 雲仙市 県剣連 愛野小学校 五島市 七段 福岡市 8月6日(土)

5 2（月）～5(祝/木） 第118回全日本剣道演武大会（京都大会） 京都市 全剣連 京都市武道センター武徳殿 3(月)～5(水) 第77回　栃木国体 栃木県 日スポ協 宇都宮市 六段 〃 8月7日(日)

8（日）　 令和4・5年度剣道等段位審査員講習会 大村市 県剣連 シーハット大村（サブ） 8(土) 第57回　全日本居合道大会 東京都 全剣連 東京武道館 八段 名古屋市 8月12日(金)～13日

14(土) ねんりんピック県予選会　 諫早市 すこやか財団 小野体育館　 8(土) 日本剣道形講習会 諫早市 県剣連 小野体育館 長崎市 七段 新潟上越市 8月20日（土）

14(土) 第1回　居合道委員会・理事会　　 雲仙市 居合道部 愛野町　愛の夢未来センター 16（日） 第49回　全日本杖道大会 静岡県 全剣連 藤枝市 4月3日（日） 六段 新潟上越市 8月21日（日）

15(日) 第52回　県下居合道段別選手権大会 雲仙市 県剣連 愛野小学校　 22(土）～23（日） 第40回　九州高段者研修会 宮崎県 九剣連 宮崎市総合体育館 8月7日（日） 七段 名古屋市   11月12日(土)

15(日） 全日本選手権予選（男女）　　　　　　　 大村市 県剣連 シーハット大村（サブ） 23（日） 第69回　県下剣道大会 諫早市 県剣連 西陵高校体育館 雲仙市 5月29日（土） 六段 〃   11月13日(日)

22(日） 第1回理事会（午前）事務局長会議（午後）　　　　　　　長崎市 県剣連 長崎総合体育館　大研修室 長崎・中・佐世保地区　高校新人戦剣道大会　 三地区 学剣連 六段 八王子市 11月18日(金）

28(土) 県剣連合同稽古会　　　　　　　　　　　　 諫早市 県剣連 諫早市中央体育館 授業協力者養成講習会 県剣連 全剣連講習会があった場合開催 東　彼 七段 八王子市 11月19日(土）

 八段 千代田区 11月24日(木)～25日

6 4(土)～6(月) 県高等学校総合体育大会剣道競技 諫早市 高体連 諫早市中央体育館 11 3(祝/木) 第70回　全日本剣道選手権 東京都 全剣連 日本武道館 七段 福岡市 R5年2月4日（土）

10(金）～12（日） 第60回　全国中堅剣士講習会　　　　 奈良市 全剣連 奈良市　　 12（土）～14（月） 第34回全国健康福祉祭剣道交流大会（ねんりんピック） 神奈川県 すこやか財団 伊勢原市 六段 〃 R5年2月5日（日）

少年剣道基本・強化錬成会 松浦市 県剣連 松浦市文化会館 13(日) 県民体育大会 諫早市 県体協 小野体育館 壱岐市 七段 長野市 R5年2月18日（土）

県剣連合同稽古会　　　　　　　　　　　　 大村市 県剣連 大村市武道館 13(日) 杖道秋季講習会並びに昇段審査会 諫早市 杖道部 長田文武館 六段 〃 R5年2月19日（日）

12（日） 第１回評議員会（午前）　第2回理事会（午後） 長崎市 県剣連 県営野球場　第2会議室 19(土)～20(日) 長崎県高等学校新人戦体育大会剣道競技 長崎市 高体連 長崎商業 佐世保市

19（日） 第72回　西日本各県対抗剣道大会 沖縄県 九剣連 沖縄県立武道館アリーナ 26（土）～27（日） 「骨太」九州ブロック講習会② 熊本県 全剣連 八段 京都市 5月3日(祝/火)

25（土）～26（日） 九州ブロック研修会（講師要員　試合審判法） 福岡県 全剣連 福岡武道館 26(土)～27(日) 居合道特別講習会(全剣連派遣) 雲仙市 県剣連 愛野小学校 西　彼 称号 〃 5月3日(祝/火)

26（日） 一級審査会並びに杖道伝達講習会 諫早市 県剣連 長田文武館
26(土)

少年剣道基本・強化錬成会 新上五島 県剣連 有川総合体育館　 六七段 岡山市 ７月22日(金)

26(土)
少年剣道基本・強化錬成会 五島市 県剣連 五島市武道館　　 上五島 八段 江戸川区 11月26日（土）

六七段 江戸川区 11月27日（日）

7 2(土） 少年剣道基本・強化錬成会 大村市 県剣連 大村中央小学校 12 4(日) 第46回長崎県少年武道大会　　　    長崎市 明社協 県立総合体育館(メインアリーナ) 島原市 六七段 調整中 R5年3月

2（土）～3（日） 全九州高等学校剣道大会 久留米市
九州
高体連

久留米アリーナ 11(日） 長崎県中学校総合体育大会剣道新人大会 佐世保市 中体連 東部スポーツ広場体育館

3（日） 九州ブロック研修会（講師要員　指導法） 福岡県 全剣連 アクシオン福岡 高校　学年別選手権 三地区 各協会 　長崎地区、中地区、佐世保地区 大村市 八段 京都市 5月2日(祝/火)

9(土） 少年剣道基本・強化錬成会 雲仙市 県剣連 吾妻体育館 25（日) 第24回　県下剣道祭　懇親会　　　　　　 長崎市 県剣連 県立総合体育館(サブ) 称号 京都市 5月3日(祝/火)

10(日） 第14回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 東京都 全剣連 千代田区   （令和5年） 六七段 和歌山市   8月26日(金)

17（日） 少年剣道基本・強化錬成会 長崎市 県剣連 片淵中学校 1 8(日) 大阪居合道大会 大阪府 大阪府剣連 八段 江戸川区 R5.3月10日(金)

18（祝/月） 試合審判法伝達講習会 長崎市 県剣連 長崎県立総合体育館(サブ) 9(月・祝日)　 長崎県スポーツ少年団剣道大会 長崎市 県スポ協 県立総合体育館(メインアリーナ） 雲仙市　　　　　　　　　　　　　 六七段 江戸川区 R5.3月10日(金)

23(土）～24（日） 居合道中央・地区講習会 岡山市 全剣連 岡山県立総合体育館 15（日） 全国高等学校剣道選抜長崎県予選 佐世保市
県剣連
県高体連 東部スポーツ広場体育館 　11月18日(金)

23（土） 県中学校総合体育大会剣道競技 諫早市 中体連 小野体育館　 20(金)～22(日) 第142回全剣連社会体育指導員養成講習会(初級) 大村市 全剣連 シーハットおおむら(サブ)　　 八王子

24（日）～29（金） 令和4年度　玉竜旗高校剣道大会 福岡県 九剣連 福岡市総合体育館 22(日) 第2回居合道委員会・理事会 長崎市 県剣連 県営野球場

28（木） 九州剣道連盟役員会 福岡県 九剣連 福岡市総合体育館 28（土）～29（日） 幼少年女子ブロック講習会 熊本県 全剣連 熊本

29（日） 九州ブロック講習会（第2回講師要員　指導法） 福岡県 全剣連 福岡市 5月14日 アクシオン福岡

29（日） 第45回 長崎県下女子剣道大会　　 諫早市 県剣連 小野体育館 熊本市 7月2日 熊本県

8 5(金)～8(月) 第69回　全国高等学校総合体育大会剣道競技 高知県 全高連 県立春野総合運動公園体育館 福岡市 9月3日 福岡市総合体育館

8（月） 九州中学校総合体育大会 鹿児島県 中体連 薩摩川内市　サンアリーナせんだい 2 4(土）～5（日） 第39回　九州高校選抜剣道大会 宮崎市 九剣連 宮﨑県立武道館 熊本市 11月5日 熊本県

11（祝/木） 第64回　全国教職員剣道大会 長野県 学剣連 長野市 12(日） 全日本都道府県対抗県予選会 諫早市 県剣連 西陵高等学校（武道場） 福岡市 1月7日 福岡市立中央体育館

19(金)～21(日) 第52回　全国中学校剣道大会 北海道 中体連 釧路市　湿原の風アリーナ釧路 19(日） 中央受審者講習会（審査委員会） 諫早市 県剣連 森山スポーツ交流館 熊本市 3月4日 熊本県

21（日） 第42回九州ブロック大会 熊本県 九剣連 菊池総合体育館 　※　全剣連合同稽古会九州地区は、

27（土） 少年剣道基本・強化錬成会 対馬市 県剣連 美津島町民体育館 3 12(日） 第3回理事会（午前）・第2回評議員会（午後） 長崎市 県剣連 総合体育館　大研修室（予定） 　　　すべて土曜日。

27（土） 少年剣道基本・強化錬成会 壱岐市 県剣連 大谷体育館 19(日） 北九州居合道大会 北九州 北九州
居合道同好会 北九州市立総合体育館

27（土）　 長崎県中学校強化錬成会 諫早・県北 県剣連 （諫早)森山スポーツ交流館、(県北）江迎中学校 26（日）～28（火） 第32回全国高等学校選抜剣道大会 春日井市 全高連 春日井市総合体育館

27（土）～28（日） 杖道中央・地区講習会 和歌山県 全剣連 和歌山市 26（日） 居合道講習会(級位審査会) 雲仙市 県剣連 愛野小学校

有川総合体育館

11月23日(祝/水）

長与町武道館

12月4日（日）
大村市武道館

4月3日（日）

（ 初段～五段 ）

居合道審査会

11月27日(日)

諫早市　初段～三段

※太字の審査会が今年追加されました。

全剣連合同稽古会九州地区

長田文武館

杖　　道

11月13日（日）

有馬武道館

杖道審査会

剣道・居合道・
杖道

(教士・錬士)

小浜町公民館

11月27日(日)

（ 初段～五段 ）

８月21日（日）

大谷体育館

川棚勤労者体育館

全剣連中央審査

剣　　道

三菱重工体育館

12月4日（日）

居　合　道

美津島町民体育館

11月3日(祝/木）

8月28日（日）

4月3日（日）

佐々町民交流センター

令和4年度　行　 　事　 　日　 　程　 　表　　(案)  (一財）長崎県剣道連盟
各地区剣道審査会

（ 初段～五段 ）

愛野

（ 初段～三段 ）

12月3日（土）

長田文武館

11月3日(祝/水）
長崎県立武道館

11(土) ８月28日（日）

８月7日（日）

三菱重工　体育館

北松・松浦・平戸

五島市武道館
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