平成３１年度／令和元年度 年間スケジュール（４月～９月）
月日（曜日）
４月

５月

６月

７月

８月

９月

内容
７日（日） 東京剣道祭
１３日（土） 小田原剣道連盟理事総会１８：００～
１４日（日） 天下一武道会
神奈川県剣道道場連盟総会１７：４０受付
２１日（日） 小田原地区剣道伝達講習会９：００～１７：００
２７日（土） 三段以下剣道形講習会、四五段実技研修会
合同稽古会１８：００～２０：４５
２８日（日） 直心館ＢＢＱ大会
２９日（月） 剣道六段審査会
３０日（火） 剣道七段審査会
１・２日（水・木） 剣道八段審査会
２～５日（木～日） 全日本剣道演武大会
４日（土） 武士道杯
１１日・１２日（土・日） 剣道七・六段審査会
１２日（日） 剣道四・五段審査会
１８日（土） 県女子剣道大会・都道府県対抗女子県予選会
合同稽古会１８：００～２０：４５
１９日（日） 小田原地区三段以下審査会
２５日（土） 国体剣道県予選会
２６日（日） 神奈川県道場連盟少年剣道大会
小学生個人オープン剣道大会
１日（土） 武士道杯
９日（日） 第３３回中高生個人戦剣道大会
第３８回一般団体戦剣道大会
１５日（土） 全剣連後援剣道講習会（審判法）
２２日（土） 合同稽古会１８：００～２０：４５
６日（土） 小田原高校錬成会
７日（日） 小学交流錬成大会 ＡＭ錬成 ＰＭ大会
剣道指導者実技講習会（木刀・基本技稽古法）
１３日（土） 武士道杯
２０日（土） 神奈川県女子剣道選手権大会兼全日本女子県予選会
合同稽古会１８：００～２０：４５
２１日（日） 第７２回小田原市民総合体育大会剣道競技（午前中）
前期進級審査会（総体終了後）
２７日（土） 第１回女子剣道錬成会
２９日（月） 全国道場少年剣道大会（小学生）
３０日（火） 全国道場少年剣道大会（中学生）
３・４日（土・日） 夏合宿/武士道杯
３日（土） 剣道審判法講習会
４日（日） 第４２回神奈川県剣道錬成大会
１４日（水） 強化練習試合会
１６日（金） 道場連盟強化指定選手 強化錬成会
１７日（土） 剣道八段受審者研修会
１７・１８日（土・日） 剣道七・六段審査会
２４日（土） 合同稽古会１８：００～２０：４５
２４・２５日（土・日） 富士山杯争奪少年少女剣道大会
剣道七・六段審査会
１日（日） 第６３回神奈川県青少年剣道選手権大会
７日（土） 剣道錬士・教士称号県審査会及び講習会（座学）
８日（日） 神奈川県剣道選手権大会兼全日本予選会
１５日（日） 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会
神奈川県剣道道場連盟指導者講習会
２１日（土） 合同稽古会１８：００～２０：４５
剣道形講習会
２２日（日） 神奈川県剣道道場連盟剣道大会（９人制団体戦）
２３日（月祝） 中学生学年別個人戦（オープン）
２８日（土） 剣道六・七段受審者講習会
２８・２９日（土・日） 第１６回小田原剣道連盟合同合宿（兼指導者研修会）

場所
東京武道館
UMEKO
秦野市総合体育館
ホテル・ザ・ノット ヨコハマ

スポーツ会館
スポーツ会館
峯自然園
京都市
京都市
京都市
直心館
名古屋市
県立武道館
県立武道館
スポーツ会館
スポーツ会館
県立武道館
寒川総合体育館
直心館
スポーツ会館
県立武道館
スポーツ会館
小田原高校
南足柄市体育センター

スポーツ会館
直心館
県立武道館
スポーツ会館
スポーツ会館
県立武道館
日本武道館
日本武道館
八戒荘
県立武道館
県立武道館
県立武道館
県立武道館
県立武道館
長野市
スポーツ会館
御殿場市体育館
福岡市
県立武道館
県立武道館
県立武道館
大阪府舞洲アリーナ
県立武道館
スポーツ会館
県立武道館
鶴見大学体育館
南足柄市体育センター

県立武道館
箱根

平成３１年度／令和元年度 年間スケジュール（１０月～３月）
１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

月日（曜日）
内容
１２日（土） 武士道杯
１４日（祝） 神奈川県母子対抗剣道大会
神奈川県東西対抗剣道大会
１９日（土） 剣道形講習会（三段以下受審者）/四・五段実技研修会
合同稽古会１８：００～２０：４５
２０日（日） 小田原地区三段以下審査会
富士五湖周辺並びに近県剣道大会？
２６日（土） 剣道研究会
２７日（日） 南足柄チャレンジカップ
２日（土） 北條剣道祭準備・リハーサル
３日（日） 第１３回北條剣道祭
第３８回少年少女剣道大会/第１７回一般年齢別個人戦
９日（土） ゆめかながわスポーツシニアフェスタ２０１９神奈川県剣道大会
１０日（日） 南矢名剣道錬成大会？
１６日（土） 剣道審判法講習会
合同稽古会１８：００～２０：４５
１６・１７日（土・日） 剣道七・六段審査会
２４日（日） 剣道四・五段審査会
２６日（火） 剣道六段審査会
２７日（水） 剣道七段審査会
２８・２９日（木・金） 剣道八段審査会
１日（日） 第６６回神奈川県剣道大会
望星旗剣道大会？
７日（土） 武士道杯/直心館忘年会
８日（日） 片瀬剣友会錬成会？
１６日（日） 東海大学錬成会？
２１日（土） 大掃除/稽古納め
合同稽古会１８：００～２０：４５
２２日（日） 全国道場対抗剣道大会/全国道場少年剣道選手権大会
４日（土） 稽古始め/武士道杯
１１日（土） 小田原剣道連盟新年会
初稽古会及び賀詞交歓会
１８日（土） 都道府県対抗（男子）剣道大会県予選会
２５日（土） 合同稽古会１８：００～２０：４５
１日（土） 武士道杯
８日（土） 剣道錬士・教士称号県審査会及び講習会（座学）
小学生オープン（団体戦）
９日（日） 二宮剣道部錬成会
剣道四・五段審査会
１１日（祝） 第１２回県央えびな少年少女剣道オープン大会
剣道六・七段受審者講習会
１５日（土） 剣道形講習会
第２回県西地区四者対抗剣道大会
１６日（日） 剣道実技講習会
２２日（土） 合同稽古会１８：００～２０：４５
２３日（日） 後期進級審査会
１日（日） 第１８回神奈川県剣道祭
７日（土） 武士道杯
１４日（土） 小学生卒業記念個人戦（５・６年）
１５日（日） 足柄上郡剣道大会
２０日（祝） 三段以下剣道形講習会
関東学院六浦少年少女剣道錬成大会？（２０日or２２日）
２１日（土） 剣道八段受審者研修会
２８日（土） 合同稽古会１８：００～２０：４５

場所
直心館
県立武道館
スポーツ会館
スポーツ会館
スポーツ会館
富士北麓公園体育館
県立武道館
南足柄市体育センター
スポーツ会館
スポーツ会館
県立武道館
秦野市総合体育館
県立武道館
スポーツ会館
名古屋市
県立武道館
八王子市
県立武道館
東海大学湘南校舎
直心館/未定
秋葉台体育館
東海大学湘南校舎
直心館
スポーツ会館
新潟県上越市
直心館
報徳会館
県立武道館
県立武道館
スポーツ会館
直心館
県立武道館
南足柄市体育センター
神奈川大学平塚キャンパス

県立武道館
海老名市総合体育館
県立武道館
県立武道館
南足柄市体育センター
スポーツ会館
スポーツ会館
スポーツ会館
県立武道館
直心館
南足柄市体育センター
大井町総合体育館
県立武道館
関東学院六浦中学校
県立武道館
スポーツ会館

※道場の予定は変更になることがあります。その場合、ホームページやグループラインでお知らせ致します。

