
平成30年度西東京剣道連盟事業計画
平成30年2月26日現在（その1）

月 �日　（曜） �東剣連および全剣連等行事予定 �日（曜） �西東京剣道連盟行事予定 �稽古会等 

4 �3／31－1（土）－（臼） �全剣遼東日本中央漁習会　　　　　　　　　　　　　　　　（勝浦） �7（土） 8（臼） 15（日） 21（土） 28（土）午前 �西東京剣連登録審査員等研究会（主管：愛友会） �形大会強化14（土） 男子強化21（土） 

1（日） �東京剣道祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��（会場：甲の原体育館） 

7（土） �剣道「教士」筆記試験（東京・神戸・福岡） ��西東京八段受容者醗習会　（主管：昭島） 

14（土） 15（日） 15（日） �女子剣道審判講習会　　　（東武） 全日本選抜剣道八段優勝大会　　（愛知） 国体選手選考会　　　（東武） ��（会場：日本航空電子スポーツセンター） 西東京女子剣道選手権大会・女子剣道優勝大会 

15（臼）午後 �女子剣道稽古会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��（策東京都女子剣道遜手緒大会予選） 

15（日）17：30～ 21（土） 22（日） �東剣道合同稽古会　　　（東武） 剣道四・五段審査会　　　（東武） 東京高体連春季大会男子団体　　（東武） ��（会場：昭島市総合スポーツセンター） 西東京剣道合同稽古会（主管：小金井） 

29（日） 29（日） 29（日） 30（月・祝） �東京高体連春季大会女子団体　（東武） 全日本都道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） ��（会場：小金井市総合体育館） 理事会（昭島市総合スポーツセンター） �小金井12：00一 女子稽古会28（土） 

5 �1－2（火）－（水） 2－5（水）－（土） 6（目） 12（土） 12（土） 13（日） 13（日）午前 �剣道八段審査会　（京都） 第113回全日本剣道演武大会（京都） 剣道称号（範士・教士・錬士）審査会 東京高体連関東個人予選会（東武） 剣道七段審査会　（愛知） 剣道六段審査会　（愛知） 都民体育大会　（東武） �19（土） �西東京剣道合同稽古会（主管：三鷹） �形大会強化12（土） 男子強化19（土） 
13（日）午後 13（日） 19－20（土）－（目） 19（土） 20（日）17：30～ �全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会予選会（東武） 関東学生剣道選手権大会　（日武） 女子審判輪習会　（勝浦） 関東女子学生剣道選手権大会　（東武） 東剣道剣道高段者稽古会・合同稽古会（東武） ��（会場：Subaru総合スポーツセンター） �三鷹12：00－ 女子稽古会26（土） 

25（金）夜間 26（土） �国体選手選考会　　　　　　（東武） 東京都女子年齢別剣道大会　　　　（東武） ��� 

6 �2（土） �東京高体連インターハイ個人予選　　　　　　　　　　　（東武） �16（土） 23（土） �西東京剣遵合同稽古会（主管：東大和） �形大会強化9（土） 男子強化16（土） 

3（日） 3（日）17：30～ 4（月） 8－10（金）－（日） 9－10（土）－（日） �関東実業団剣道大会　（日武） 東剣道剣道合同稽古会　（東武） 全日本高齢者武道大会　（臼武） 関東高校剣道大会　（栃木） 全剣遵女子審判法研修会　（勝浦） ��（全軍：東大和布総合体育館） （前期）三段以下審査会（主管：愛友会） 

10（日） �東京都中体連春季大会　　　　　　　　　　　　　　　（八王子） ���東大和12：00－ 

12（火） 13－17（水）一（日） �高段高齢者懇談会　　　　　（学士会館） 全剣連中堅剣士講習会　　　　　（奈良） ���女子稽古会　　　30（土） 

17（日） 23（土） �東京高体連インターハイ団体予選　　　（再武） 東京都官公庁剣道大会　　　　　（東武） ��（会場：エスフォルクアリーナ八王子メインアリーナ） 

23（土）午後 �剣道登録審査要員等研修会　　　　　　　　　　　（新宿コズミック） ��� 

－　7 �7－8（土）－（日） �全日本学生剣道選手権大会　　　　　　　　　　　　　　（東京） �l（臼） 14（土） 29（日） �西東京剣道選手権大会 �女子稽古会7（土） 形大会強化中止 男子強化21（土） 

12（木）18：00 �東剣連剣道合同稽古会　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��（兼東京都遜手槽大会予選）（主管：武蔵村山） 

14（土） 21（土）午前 21（土）午後 �全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　（東京） 東京都女子剣道選手権大会　　（東武） 剣道四一七段受審者聡習会　　（東武） ��（会場i‥武蔵村山市総合体育館） 西東京剣遵合同稽古会（主管：開布） 

22（日） 21－22（土）～（日） 24－25（火）－（水） 26－27（木）～（金） 28（土）午前 �市町村総合体育大会（剣道競技）（武蔵村山市総合体育館） 全日本少年少女武道（剣道）錬成大会＿（東京） 全日本少年剣道錬成大会（道連）（日武） 東京都中学校剣道大会　（東武） 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会邁手選考会（東武） ��（会場：調布市総合体育館） （前期）剣道五一七段講習会（主管：愛友会） 

28（土）午後 �剣道登録審査要員籍研修会　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��（会場：エスフォルダアリーナ八王子サブアリーナ） 

8 �6（月） 9－12（木）－（日） 10－11（金）～（祝） 18（土） 18（土） �全国高等学校定時制・通信制剣道大会（東京） 全国高等学校剣道大会　（三重） 関東中学校剣道大会　（栃木） 剣道七段審査会　（青森） 日光剣道大会　（栃木） �16（木） 18（土） �理事会（立川） 西東京剣連合同稽古会（主管：東久留米） �男子強化4（土） 形大会強化11（土） 女子稽古会中止 19（日） 22－24（水）一（金） 22（水） 23（木）18：00～ 25（土） 26（日） �剣道六段審査会　（青森） 全国中学校剣道大会　（岡山） 東京都高体連秋季大会（武蔵野の森） 東剣連剣道合同稽古会　（東武） 剣道七段審査会　（福岡） 剣道六段審査会　（福岡） ��（会場：東久留米スポーツセンター） 

※全剣連・東剣道事業計画（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了承下さい。



（その2）

月 �日・（曜） �東剣連および全剣連等行事予定 �日　（曜） �西東京剣道連盟行事予定 �稽古会等 

9 �1（土）午前 1（土）午後 2（日）午前 �東京都剣道選手権大会　　（東武） 寛仁親王杯剣道八段選抜大会　　（東武） 東京都青年剣道大会　　（東武） �23（日） 24（祝） 9／29く土）一 �西東京剣連合同稽古会（主管：日野） �形大会強化　　　8（土） 

2（日）午後 2（日） �都民生涯スポーツ大会　　　　　（東武） 全日本東西対抗剣道大会　　　　（宮城） ���男子強化　　　15（土） 

9（日） �関東学生剣道優勝大会　　　　　　　　　　　　　　　（日武） ��（会場：日野市立南平体育館） �女子稽古会　　　22（土） 

14－16（金）－（臼） 15（土） �第17回世界剣道選手権大会　　　（経国・仁川市） 関東女子学生剣道優勝大会　　　　（東武） ��西東京剣連八段受容者聡習会（主管：昭島） 

16（日） 17（祝） 17（祝） 22（土） 23（日） �全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会（大阪予定） 全日本実業団剣道大会　（臼武） 東京都道場対抗剣道大会　（東武） 剣道八段受容者醗習会’（東武） 全日本女子剣道選手権大会　（長野） ��（会場：都立昭和高等学校剣道場） 東京都剣道大会選手強化合宿 

30（日）17：30～ �東剣道合同稽古会　　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） �30（日） �（会場：全日本少年剣道錬成会館） 

10 �9／30－2（臼）～（火） 13－14（土）－（日） �国民体育大会剣道大会　　　　　　　　　　　　　　（福井） �8（祝） �西東京剣遵形剣道大会 （会場：日本航空電子スポーツセンター） �形大会強化　　　6（土） 

全剣遵講師要員指導法研修会　　　　　　　　　　　（千葉） �13（土） 28（日） ��男子強化　　　20（土） 

20（土） �全日本官公庁剣道大会　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��西東京剣連登録審査員等研究会（主管：愛友会） 

25（木） �東京都シニア大会　　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��（会場：甲の原体育館） �女子稽古会　27（土） 中体連7ブロック秋季大会 

25（木）18：00－ �東剣連合同稽古会　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��西東京剣遵合同稽古会（主管：清瀬） （会場：清瀬市総合体育館） 

11 �3（土・祝） �第66回全日本剣道選手権大会　　　　　　　　　　　（東京） �4（臼） 17（土） 23（祝） �西東京剣道大会　（主管：愛友会） �形大会強化10（土） 男子強化17（土） 

4（日） 10（土） 10－11（土）－（日） 11（日） �東京都中体連秋季大会　（東武） 剣道「教士」称号筆記試験（札幌“東京・名古屋・神戸・福岡） 全国青年大会　　（東京） 全日本女子学生剣道優勝大会　（愛知） ��（会場：エスフォルダアリーナ八王子メインアリーナ） 西東京剣道合同稽古会（主管：愛友会） 

11（日）17：30－ 17（土） �東剣道合同稽古会　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��（会嫁：甲の原体育館） 

剣道七段審査会　　　　　　　　　　　　　　　　　（愛知） ��（後期）三段以下審査会（愛友会） 

17（土） �剣道四・五段審査会　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ���甲の原12：00～ 

18（臼） 24（土） 25（日） 27（火） 27・28（火）・（水） 29・30（木）・（金） �剣道六段審査会　（愛知） 剣道六段審査会　（八王子） 　＼ 関東学生剣道新人戦大会（東武） 剣道称号（教士・錬士）審査会 剣道七段審査会　（東武） 剣道八段審査会　（日武） ��（会場：エスフォ／レタアリーナ八王子メインアリーナ） �女子稽古会　　24（土） 

12 �1（土）‾ �関東女子学生剣道新人戦大会　　　　　　　　　　　（東武） �8（土）＿ �西東京剣連合同稽古会（主管：国立） �男子強化　　　1（土） 

1（土）〈 2（臼） �全剣連剣道文化脇演会　　　　（東京） 東京学連剣友会剣道大会　　　　（東武） ��（会場：くにたち市民総合体育館） �女子稽古会　　15（土） 

9（日）17：30－ 24（祝） �東剣遵剣道合同稽古会　　　　（東武） 東京都形剣道大会　　　　　（東武） ���形大会強化∴∴∴22（土） （結団式） 

H．31 1 �19（土） 27（1日）17‥30－ �東京都高体連新人戦大会　　　　（東武） 東剣遭剣道合同稽古会　　　　（東武） �14（祝〉 27（日） �西東京剣連新年祝賀会（パレスホテル立川） 西東京剣道合同稽古会（主管：睡光会） （会場：瑞穂中央体育館） �形大会強化12（土） 男子強化19（土） 女子稽古会26（土） 

2 �9（土） 9（土）牛後 �全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会　　　　　　（東武） �2（土） �西東京剣連合同稽古会／（主管：あきる野） （会場：あきる野市秋川体育館） �形大会強化　　　9（土） 

女子剣道稽古会　　　　　　　　　　　　　　　　（東武） �10（日） ��男子強化16（土） （結団式） 

10（日） �剣道四・五段審盃会　　　　　　　　　　　　　　　（東武） ��（後期）剣道五一七段経営会（主管：愛友会） （A場・八王子市立富士森体育館） 

11（祝） 17（日） 21（木）18：00 �東京武道館林　　　（東武） 東京都剣道大会　　　（東武） 東剣連剣道合同稽古会　　（東武） �23（土） �コ：雪● 理事会（昭島） �女子稽古会　　23（土） 

3 �2（土） �全日本実業団女子・高壮年剣道大会　　　　　　　　（東武） �1（金） �事務担当者会議 �形大会強化　　　9（土） 

3（日）17：30 �東剣連剣道高段者・合同稽古会　　　　（東武） 　　　A　　　　　（東武） �10（日）午後 �男子国体選手予選会（主管：国立） （会場・くにたち市民総会体育館） 

9（土） 17（臼）午後 �東京都少年剣道大玄 女子剣道漁習会　　　　　　（東武） �23（土） �軍事．」」、口 西東京剣適合同稽古会（主管：小平） �男子強化　　　16（土） 

26－28（火）一（木） 30（土） �全国高等学校剣道選抜大会　　　　（愛知） 剣道八段受容者結習会　　　　（東武） ��（会場用、平市民総合体育館） �女子稽古会　　30（土） 

ロ　東京都形剣道大会選手強化稽古会

□　西東京男子選手強化稽古会

口　西東京女子稽古会

毎月第2土曜日　　会場　立川市練成館（諏訪神社内）　　　　　午後3時一5時

毎月第3土曜日　　会場　立川市練成館（諏訪神社内）　　　　　午後3時一5時

毎月第4土曜日　　会場　立川市練成館（諏訪神社内）　　　　　午後2時半－4時


