
平成26年度西東京剣道連盟事業計画
作成日：平成26年1月14日現在（その1）

月 �目（曜） �東剣連および全剣連行事予定 �日（曜） �西東京剣道連盟行事予定 �合同稽古 

4 �5（力へ6（団 �全剣連東日本中央講習会　　（東　京） �13（日） 26は持前 �商務l　　　口 �清瀬20（日） 

6（日） 12（土） �東京剣道祭　　（東武） 剣茎闇出筆記弼険（東京・神戸・嗣 ��（会場：甲の原体育館） 

12（土） 19（土） 19（土） 20（日） 20（日） 刀（印Ⅳ：3）～ 26（土） 27（日） 29（祝） 29（祝） 30（水） �女子剣道審判講習会（東武） 国体予選会（東武） 女子剣道稽古会（東武） 命題四・五段審査会（東武） 全日本選抜剣道八段優勝大会（愛知） 東剣連合同稽古会（東武） 東湖鰍会勢子団体（東武） 東京高子団体（東武） 全日本部嘩府県対抗剣道優勝大会（大阪） 剣道六段審査会（京都） 剣道七段審査会（京都） ��理事会（立川市柴崎体育館） 

5 �1（：杓、適 地～瑚 6眈振体〉 10（士）． 11（日‾） 11（日） 1㈱】8∬卜′ 17（土） 聴～は（団 18（日） 18（日） 乳価卜甥周 31（土） 31（土） �剣道八段審査会（京都） 第110回全日本剣道演武大会（京都） 剣適齢引範士・教士・鎌か審査会（京都） 剣道七段審査会（愛知） 剣道六段審査会（愛知） 関東学生剣道選手権大会（日武） 東剣連剣道合同稽古会（東武） 関東女子学生剣道選手権大会（東武） 全部連女子審判講習会（東京） 都民体育大会（東武） 酎象（東武） 全剣連中堅剣士講習会（奈良） 女子剣道講習会（東武） 国体強化練習会（東武） � � �愛友会17（圭 

6 �5（輌（団 �全剣連剣道八段研修会　　　（東　京） �1（日） 22（日） �西赦媚軒確大会・女子剣埴 �国　立29（日） 

7（ガ17：ま卜′ �東剣連剣道合同稽古会　　　（東　武） ��廟険大会（兼東京都連ヨ墳l店選手権大 �‾‾　予定 

冥土～8（日） 8（日） �全剣連女子審判法研修会（東京） 関東実業団剣道大会　（日武） ��会二滴鮒（莞嫁：弔醐 

9（月） �全日本高齢者武道大会　　　（日　武） ��（前期）三段以下審査会（武蔵野） 

城址～呟印 28（土） �全剣連講師要員指導法研修会（東京） 東京都女子年齢別剣道大会（東武） �予定 �（会場：武蔵野絵合体育館） 

7 l �東金卜6（日） �貪臓　　日　　　　　　（初紛（東　二村 �6（日） 13（日） �西東京剣道選手権大会（兼東京 �嘩光会‾　（） 

5（土） �東京都官公庁剣道大会　　　（東　武） ��都選手権大会予選）（武蔵村山） �19（二日か：犯（日） 

蜘（日） 追（杓18：00～ �全日本学生剣道選手権大会（東京） 東剣連剣道合同稽古会（東武） ��（会象：‾　　　　立総合体覇 �■　予定 

12（土） �、、J　　　　　　　　東武） ��（前閲身　　　　　、耳（愛友≡劫 

12（土） （） 19（士） 20（日） 21（祝） 獅（州 粟か堺日） 郵相一割水） �東京都女子剣道選手権大会‾（東武） 剣道登録審査員等研修会（未着 ・頚勝会（東京） 剣道六・七段受審者講習会（東武） 市町村総合体育大会（国分寺） 東京都中学校剣道大会（東武） 全日柵墳武道検腿鏡猷会（東京） 全日本少年余1蓮錬成大会（還垂（日武） ��（会蓼：ノ㈱ 

8 �11（月） �。　　、け・道議腕瞳大会（東　京） � � �あきる野17（日） 

（） （日） 適㈹18：00～ 18（月） 23（土） 24（日） 30（土） 31（日） �剣道登録審査員等研修会（未恵 日華剣道大会（栃木） 東剣連剣道合同稽古会（東武） 東京高体連秋季大会（日武） 剣道七段審査会（岩手） 剣道六段審査会（岩手） 剣道七段審査会（福岡） 剣道六段審査会（福岡） ���寵 

※全剣連・東剣連事業計画（案）にて作成につき、日程が変更になる場合がありますのでご承知下さい。



くその2）

月 �日（曜） �東剣連および全剣連行事予定 �日（曜） �西東京剣道連盟行事予定 �合同稽古 

9 �6（土） �東京都剣道選手権大会　　　（東　武） �27（土） �西東京秦l　　　　　　　（紛 �小平28（日） 東剣連多摩地区 

6（土） 7（日） 7（日） �寛仁親王杯剣道八段選抜大会（東武） 全日本女子剣道選手権大会（兵庫） 東京都青年剣道大会（東武） ��（会場：甲の原体育館） 

7（日） 14（日） 14（日） 15（祝） 20（土） 21（日） 21（日） a（玲17：斑ト′ 21（団Ⅳ：訂～ �都民生涯スポーツ大会（東武） 関東学生剣道優勝大会（日武） 　噂義隆大会（大蛎 全日本実業団剣道大会（日武） 関東女子学生剣道優勝大会（東武） 全日本東西対抗剣道大会（島根） 剣道四・五段受審者講習会（東武） 剣道高段者稽古会（東武） 東剣道剣道合同稽古会（東武） ���合同稽古会 

10 �12（日） �剣道八段受春着講習会　　　（東　武） �11（士） 26（日） �形剣道大会西東京予選会 �青梅（） 
遇（丑へ扮（団 扮（団へ乳㈹ 21（火） �全剣連講師要員指導法研修会（東京） 国民体育大会剣道大会（長崎） 東京都シニア大会（東武） ��桧揚：劫1働言醍弼社内 西東京剣道大会（愛友会） 

25（土） 笈（団17：勤～ �全日本官公庁剣道大会（東武） 真剣連剣道合同稽古会（東武） ��（会象：ノ　　　叫コ　目　　リーうう 

11 �3（祝） �第62回全日本剣道選手権大会（東　京） �24（粛杓 �（後期）三段以下審査会（立川） �八王子2（日） 

8（土） 8（玉′増田 9（団Ⅳ：3）、′ 15（土） 16（日） 23（日） 24（振休） 25（火） 26（水） 26（水） 獅（錮 29（土） �剣置取出称肇静鄭駐・蘇・名盤確言・禰 全国青年大会（東京） 東剣連剣道合同稽古会（東武） 剣道七段審査会（愛知） 剣道六段審査会（愛知） 関東学生剣道新人戦大会（東武） 剣道四・五段審査会（東武） 剣道六段審査会（東京） 剣適齢引著±・鍍B審査会 剣道七段審査会（東京） 剣道八段審査会（東京） 関東女子学生剣道新人戦大会（東武） ��（会場：泉市民体育館） 

12 �7（玲17：計、J B（丑′14（ゆ �東剣連剣道合同稽古会　（東武） 全剣連講師要員審判研修会（千葉） � � �府中　7（日） 

H27 �（） �日本武道館鏡開き式　　　　（日　武） � �理事会（〃　　　　） �酉東京市25（日） 

1 �2（封は：00～ �東剣連剣道合同稽古会　　　（東　武） �12（祝） 
24（土） �東京都形剣道大会　　　　　（東　武） �112（祝） �新年祝賀会（立川クレストホテノり 

2 �7（土） �・嘩靡紺顎詮（東　武） �8（日） �（後卯命　　　　　　石（国頚 �昭島14（土） 

7（土） 11（祝） は（団Ⅳ：瓢～ 憶（団汀：祖～ 15（日） 22（日） �女子剣道稽古会（東武） 東京武道館林（東武） 剣道高段者稽古会（東武） 東剣連剣道合同稽古会（東武） 剣道四・五段審査会（東武） 東京都剣道大会（東武） �予定 �（会爵：く鰯棚 �予定 

3 �1（一日） �東京都少年剣道大会　　　　（東　武） �（日） �男子国体選手予選会（　） �武蔵野　（） 
7（士） 15（玲17：麗卜′ �全日本実業団女子剣道大会（東武） 東剣連剣道合同稽古会　（東武） ��（会易：　　　　　） �東剣連多摩地区 

15（日） �剣道八段受審者講習会　　　（東　武） ���合同稽古会 

□剣道形定例稽古会（毎月第2土曜日、会場立川市練成館（諏訪神社内）午後3時～5時
4／12、5／10、釘7（第1土曜日）、〝12、8乃、9／13、10／11（予選会）、11／8、12／13、H271／10、2／7（第1土曜日）、釘14

ロ女子定例稽古会（毎月第3土曜日、会場立川市練成館（諏訪神社内）午後2時30分～4時
4力9、5月休み、6／14（第2土曜日）、7／19、8月休み、9／20、10／18、11月休み、12／20、H271／17、2／14（第2土曜日）、3β1

□強化選手定例稽古会（毎月第4土曜日、会場立川市練成館（諏訪神社内）午後3時～5時
4／26、5／24、6／28、7／26、8／16（第3二王鰯、9／20（第3土曜16：00～）、10／25、11／22、12／27、H271／24、2／21（結団式）、3／28


