令和4年度
月

日・曜日

川 越 市 剣 道 連 盟 行 事

2(土) 川越市剣道連盟総会
3(日) 一・二・三級 審査会
４月

9(土) 第17回初心者剣道教室（初回）
13(水) 定例理事会
16(土) 第17回小学生初心者剣道教室（2回）
17(日) 初～三段審査会 受付開始日
17(日) 第20回小学生剣道大会選手1次選考会(初回）
23(土) 第17回小学生初心者剣道教室（3回）
7(土) 第54回川越市武道大会（三道大会）準備会
第54回川越市武道大会（三道大会）

8(日) (主管:柔道連盟)
5月

14(土) 第17回小学生初心者剣道教室（4回）
21(土) 第17回小学生初心者剣道教室（最終回）
22(日) 第20回小学生剣道大会候補者稽古会(2回）

会

川越市剣道連盟行事計画
日・曜日

場

川越武道館

10:00～12:00

総合体育館

10:00～18:00

ｻﾌﾞｱﾘ、武1.2、弓道場、会議室、選手控室
総合体育館 武１

17:00～19:00

川越武道館１階会議室 18:30～19:30
総合体育館 武１

17:00～19:00

川越市剣道連盟事務局
川越武道館

13:00～17:00

総合体育館 武１

17:00～19:00

総合体育館メインアリーナ14:00～
総合体育館メインアリーナ
武1 選手控室

8:00～18：00

総合体育館 武１

17:00～19:00

総合体育館 武１

17:00～19:00

川越武道館

17:00～21:00

川越市剣道連盟
外

部

行

事

3(日) 第34回全国健康福祉祭剣道交流大会予選会
3(日) 第14回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会予選会
3(日) 居合道段位審査会(主）
17(日) 第20回全日本選抜剣道八段優勝大会
17(日) 剣道地区講習会（講和・剣道形・審判法・指導法）
21(木) 女子剣道講習会（第2道場）
29(金) 第70回全日本都道府県対抗剣道優勝大会
29(金) 剣道六段 審査会
30(土) 剣道七段 審査会
1(日) 剣道八段 審査会 ～2日
2(月) 全日本剣道演武大会（2居合、3～5剣道）
3(火) 居合道八段位審査会・称号(範士・教士・錬士)審査会
6(金) 剣道称号(範士・教士・錬士)審査会
14(土)

第78回国民体育大会（成年男子の部）予選会
全国教職員剣道大会男子の部県予選会

14(土) 剣道七段 審査会
15(日) 剣道六段 審査会
21(土)
4(土) 剣道段位審査会 会場準備

総合体育館

18:00～21:00

メインアリーナ、会議室、控室、武道1･2
総合体育館

5(日) 剣道段位審査会（初～三段）
6月

23・24日

第49回川越市・棚倉町親善剣道交歓会
(主管：棚倉町剣道連盟)

31（日） 第20回小学生剣道大会候補者稽古会(5回)
31（日） 暑中稽古

3・5日 （水・金）暑中稽古
7(日) 一・二・三級 審査会
8月

17(水) 定例理事会
21(日) 初～三段審査会 受付開始日
21(日) 第20回小学生剣道大会選手最終選考会(6回)

3(土) 西部地区合同稽古会
9月

10月

4(日) 第20回小学生剣道大会選手稽古会(7回）
11(日) 第20回小学生剣道大会選手稽古会(8回）
25(日) 第20回小学生剣道大会選手結団式（9回）
9(日) 剣道段位審査会（初～三段）
19(水) 定例理事会
22(土) 第75回市民体育祭剣道大会 会場準備
23(日) 第75回市民体育祭剣道大会
23(日) 1～3級審査会 受付開始日
3(木) 第17回川越市生涯スポーツフェスティバル
19(土) 第33回川越剣道祭(北村杯争奪戦)会場準備
20(日) 第33回川越剣道祭(北村杯争奪戦)
27(日) 一・二・三級 形講習会

川越武道館

17:00～21:00

総合体育館

10:00～

12月

1月

18(日) 初～三段審査会 受付開始日
25(日) 川越市剣道連盟 納会
1(日) 元旦稽古会
4(水) 令和5年稽古始め
11・13・15 (水,金,日)

寒稽古

21(土) 新年会
25(水) 定例理事会
12(日) 1～3級審査会 受付開始日
12(日) 剣道段位審査会（初～三段）

3月

日 付

マスキング(塗りつぶし)部分は、未定又は調整中

埼玉県立武道館
埼玉県立武道館
名古屋市
東入間剣道連盟
埼玉県立武道館
大阪市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
県立武道館
名古屋市
名古屋市
県立武道館
千代田区
川越市剣道連盟
千代田区
県立武道館

大会予選会

24(金) 第32回剣道八段研修会 ～26日

日野市

2(土) 第56回全日本女子学生剣道選手権大会 ～3日
2(土) 第70回全日本学生剣道選手権大会 ～3日
9(土) 剣道段位審査会（四，五段）(主道・第1会.第2会)
10(日) 第14回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
17(日) 剣道地区講習会（講和・剣道形・審判法・指導法）
18(月) 第17回全日本都道府県少年剣道優勝大会
22(金) 居合道六・七段審査会審査会
23(土) 全日本少年少女武道（剣道）錬成大会 ～24日
28(木) 第56回全国道場少年剣道大会 ～29日
6(土) 剣道七段 審査会
7(日) 剣道六段 審査会
7(日) 第47回埼玉県四地区対抗親睦剣道大会
11(木) 第63回全国教職員剣道大会
12(金) 剣道八段 審査会 ～13日
20(土) 剣道七段 審査会
21(日) 剣道六段 審査会
27(土) 埼玉県剣道選手権兼第70回全日本剣道選手権大会予選会
28(日) 剣道・居合道・杖道称号推薦認定会
4(日) 第61回全日本女子剣道選手権大会
18(日) 第17回全日本都道府県少年剣道優勝大会
18(日) 第68回全日本東西対抗剣道大会
24(土) 剣道高段者（六・七・八段）講習会

千代田区

川越市剣道連盟事務局
狭山市総合体育館
狭山市総合体育館
川越武道館

17:00～21:00

総合体育館

武1，2

12:00～18:00

新型コロナウイルス感染拡大予防のため
中止
川越武道館

17:00～21:00

川越武道館

9:00～13:00

川越武道館

18:00～21:00

川越総合体育館

10:00～18:00

ｻﾌﾞｱﾘ、武1.2、弓道場、選手控室
川越武道館1階会議室

18:30～19:30

川越市剣道連盟事務局
川越武道館

13:00～17:00

総合体育館

13:00～17:00

武1．2、弓道場、選手控室
川越武道館

17:00～21:00

川越武道館

17:00～21:00

川越武道館

13:00～15:00

吉見町体育館
川越武道館1階会議室

18:30～19:30

総合体育館サブアリ

18:00～21:00

川越総合体育館

7:30～18:00

ｻﾌﾞｱﾘ、武1.2、弓道場、選手控室
川越市剣道連盟事務局
総合体育館

8:00～12:00

総合体育館サブアリ

18:00～21:00

川越総合体育館

7:30～18:00

ｻﾌﾞｱﾘ、武1.2、弓道場、選手控室
総合体育館

武1，2

12:00～18:00

川越総合体育館

10:00～18:00

ｻﾌﾞｱﾘ、武1.2、弓道場、選手控室
川越市剣道連盟事務局
川越武道館
川越武道館

8:00～13:30

川越武道館

18:00～21:00

川越武道館

18:00～21:00

9:00～12:00

ラ・ボア・ラクテ

18:00～20:00

川越武道館1階会議室

18:30～19:30

川越市剣道連盟事務局
狭山市総合体育館

川越武道館1階会議室

18:30～19:30

川越武道館

13:00～17:00

総合体育館

1(土) 第43回埼玉支部対抗・東西対抗居合道大会
3(月) 第77回国民体育大会剣道大会 ～5日
8(土) 第57回日本居合道大会
9(日) 剣道段位審査会（初～三段）
10(月) 埼玉県剣道大会（剣道の部）第20回埼玉県剣道大会（小学生の部）
16(日) 剣道地区講習会（講和・剣道形・審判法）
3(木) 第69回全日本剣道選手権大会
5(土) 剣道段位審査会（四，五段）
12(土) 第34回全国健康福祉祭剣道交流大会 ～14日
12(土) 剣道七段 審査会
13(日) 剣道六段 審査会
13(日) 第41回全日本女子学生剣道優勝大会
18(金) 剣道・居合道・杖道(教士・錬氏)審査会
18(金) 剣道六段 審査会
19(土) 剣道七段 審査会
23(水) 第67回埼玉県剣道大会（一般の部）
24(木) 剣道八段 審査会 ～25日
26(土) 居合道八 段審査会
27(日) 居合道六・七段審査会
11(日) 審議員・審査員研修会
18(日)

業務執行理事会（13時）臨時理事会（14時）
理事・加盟団体会長・事務局長合同会議（15 時）

千代田区
県立武道館
千代田区
東松山剣道連盟
県立武道館
岡山県
千代田区
大阪市
福岡市
福岡市
県立武道館
長野市
名古屋市
上越市
上越市
戸田ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
大宮体育館
橿原市
大阪市
兵庫県
大宮武道館
県立武道館
栃木県
東京都
東松山剣道連盟
県立武道館
小川町剣道連盟
千代田区
県立武道館
伊勢原市
名古屋市
名古屋市
春日井市
八王子市
八王子市
八王子市
県立武道館
千代田区
江戸川区
江戸川区
解脱錬心舘
未定

9:00～14:00

2月

1(水) 定例理事会
5(日) ★第22回川越市内青少年剣道大会
19(日) 一・二・三級 形講習会
22(水) 定例理事会

場

第31回埼玉県高齢者剣道大会

11(土) 第26回埼玉県女子剣道選手権兼第61回全日本女子選手権

11月

4(日) 一・二・三級 審査会

全国教職員剣道大会女子の部県予選会

5(日) 第63回関東実業団剣道大会
5(日) 剣道段位（初～三段）審査会 西部（川越）
6(月) 第44回全日本高齢者武道大会

メインアリーナ、会議室、控室、武道1･2
サブアリーナ、弓道場

12(日) 第20回小学生剣道大会候補者稽古会(3回）
19(日) 市民体育祭 第75回総合開会式
19(日) 1～3級審査会 受付開始日
26(日) 第61回西部地区剣道大会
2(土) 四地区大会結団式
3(日) 第20回小学生剣道大会候補者稽古会(4回)
10(日) 一・二・三級 形講習会
7月

7:30～19:00

第78回国民体育大会（成年女子の部）予選会

会

埼玉県立武道館

武1，2

川越武道館1階会議室

12:00～18:00
18:30～19:30

★印は川越市剣道連盟後援行事

3(火) 初稽古
10(火) 寒稽古（主）（～12日）
15(日) 剣道地区講習会（講和・剣道形・審判法・指導法）
29(日) 剣道強化訓練 小・中・一般合同

県立武道館

4(土) 剣道七段 審査会
5(日) 剣道六段 審査会
12(日) 剣道段位審査会（初～三段）
18(土) 剣道七段 審査会
19(日) 剣道六段 審査会
23(木) 第71回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会
25(土) 剣道・居合道・杖道称号推薦認定会講習会
18(土) 剣道高段者（六・七・八段）講習会 (主・第1・2会)
21(火) 剣道（四，五段）審査会 (主・第1・2会)

福岡市

県立武道館
所沢市剣道連盟
県立武道館

福岡市
狭山市剣道連盟
長野市
長野市
県立武道館
県立武道館
県立武道館
県立武道館

