
 令和４年度事業計画（案）
事　　業　　名 場  所 主  催 学 校 関 連 行 事

令和４年 4月 9日（土） 小田原剣道連盟理事総会18:30～ UMECO

23日（土） 合同稽古会18:00～20:45 ＜中 体 連 関 係＞

 24日（日） 小田原地区剣道伝達講習会9:00～17:00 神奈川剣連 4/30(土)　 　県西ブロック春季大会

29日（金） 剣道六段審査会 湯河原中学校

30日（土） 剣道七段審査会 5/5（木）　 　審判研修会

 5月　　1日・2日（日・月） 剣道八段審査会 京都市 全剣連 湯河原中学校

剣道形講習会(三段以下受審者)／四・五段実技研修会　 スポーツ会館　 小田原剣連 7/3（日）　   県選抜剣道大会（団体）

第76回国体剣道県予選会 とどろきアリーナ

8日（日） 剣道四・五段審査会 7/9（土）　  　県選抜剣道大会（個人）

14日（土） 県女子剣道大会・都道府県対抗女子県予選会 カルッツ川崎

14日・15日（土・日） 剣道七・六段審査会 名古屋市 全剣連 7/16（土）　　小田原・足柄下地区総合体育大会

15日（日） 小田原地区参段以下審査会 スポーツ会館　 神奈川剣連 未定

21日（土） 剣道審判法講習会兼中学生練成会 南足柄市体育センター 小田原剣連 未定　　 　 　足柄上郡・南足柄市総合体育大会

第36回神奈川県道場連盟少年剣道大会 7/22（金）　　県西ブロック総合体育大会

第14回小学生個人オープン剣道大会　          　　☆ 未定

シニアフェスタ2021剣道大会 兼 ねんりんピックリハーサル 伊勢原市体育館 神奈川剣連 7/30(土)　　　県中学総合体育大会　1日目

合同稽古会18:00～20:45 小田原剣連 寒川アリーナ

 6月 第36回中高生個人戦剣道大会 7/31（日）　　　県中学総合体育大会　2日目

第41回一般団体戦剣道大会 小田原アリーナ

25日（土） 合同稽古会18:00～20:45 8/3（水）　 　実技研修会

 7月 17日（日） 剣道基本技・剣道形講習会 湯河原中学校

合同稽古会18:00～20:45 9/24（土）　　小田原・足柄下地区新人大会

剣道審判法講習会 未定

全日本女子剣道選手権大会県予選会 10/15（土）　  県西ブロック新人大会　　

第74回小田原市民総合体育大会剣道競技（午前中） 小田原市体協 未定

前期進級審査会(総体終了後) 小田原剣連 11/6（日）　　　ランキング戦 

 8月 7日（日） 第45回神奈川県剣道錬成大会　　　　　　　　　　　 ☆ 県立武道館 神奈川剣連 横浜武道館

6日・7日（土・日） 剣道七・六段審査会 福岡市 11/20日（日）　　ランキング戦 

12日・13日（金・土） 剣道八段審査会 名古屋市 未定

20日（土） 剣道八段受審者研修会 県立武道館　 神奈川剣連

20日・21日（土・日） 剣道七・六段審査会 上越市 全剣連

27日（土） 合同稽古会18:00～20:45 スポーツ会館 小田原剣連

 9月 3日（土） 剣道錬士・教士称号県審査会及び講習会(座学)

　4日（日） 第66回神奈川県青少年剣道選手権大会　 　　　　☆

10日（土） 全日本剣道選手権大会県予選会

17日（土） 剣道形講習会

19日（月） シニアフェスタ2022剣道大会

23日（金） 剣道六・七段受審者講習会

24日（土） 合同稽古会18:00～20:45 スポーツ会館 小田原剣連 ＜高 体 連 関 係＞

10月 1日・2日（土・日） 第17回小田原剣道連盟合同合宿（兼指導者研修会） 箱根 小田原剣連 4/23（土）・24(日)　　関東高校:剣道大会県予選

神奈川県母子対抗剣道大会 男女個人　カルッツ川崎

神奈川県東西対抗剣道大会　　　　　　　　　　　　　☆ 4/29(金)　　西相地区学年別個人戦

剣道形講習会（三段以下受審者）／四・五段実技研修会 高浜高校

合同稽古会18:00～20:45 5/7（土）　　関東高校剣道大会県予選

11月　 5日（土） 北条剣道祭準備・リハーサル 男子団体　カルッツ川崎

第16回北条剣道祭 5/8（日）　　関東高校剣道大会県予選　

　第41回少年少女剣道大会・第20回一般年齢別個人戦 女子団体　カルッツ川崎

12日・13日（土・日） 剣道七・六段審査会 名古屋市　 5/29（日）　　全国高校総体県予選　　

18日・19日（金・土） 剣道六・七段審査会 八王子市 男女個人　とどろきアリーナ

合同稽古会18:00～20:45 スポーツ会館 小田原剣連 6/5(日)　　　小田原市大会

剣道審判法講習会 未定 男女個人　スポーツ会館

小田原地区参段以下審査会 スポーツ会館 6/18（土）　　全国高校総体県予選

剣道四・五段審査会 女子団体　相模原総合体育館

 　23日（水） 剣道研究会 6/19（日）　　全国高校総体県予選

24日・25日（木・金） 剣道八段審査会 千代田区 全剣連 男子団体　横浜武道館

12月 　4日（日） 第69回神奈川県剣道大会　　　　　　　　　　　　　　☆ 未定 神奈川剣連 11/3(木)　　 西相地区新人戦

　17日（土） 合同稽古会18:00～20:45 スポーツ会館 小田原剣連 男女団体　　　　　吉田島高校

令和５年 1月 7日（土） 小田原剣道連盟新年会 報徳会館 小田原剣連 11/20（日）   神奈川県高校新人戦

14日（土） 都道府県対抗(男子)剣道大会県予選会 未定 神奈川剣連 男女団体　　　カルッツ川崎

28日（土） 合同稽古会18:00～20:45 スポーツ会館 小田原剣連 12/11（日）　 神奈川県高校新人戦

 2月 4日・5日（土・日） 剣道七・六段審査会 福岡市 全剣連 女子個人　　　カルッツ川崎

11日（土） 剣道錬士・教士称号県審査会及び講習会(座学) 1/28（土）　  全国選抜大会予選 

剣道四・五段審査会 女子団体　海老名総合体育館

剣道実技講習会 スポーツ会館 小田原剣連 1/29（日）　  全国選抜大会予選

18日（土） 剣道形講習会 未定 神奈川剣連 男子団体　小田原アリーナ

18日・19日（土・日） 剣道七・六段審査会 長野市 全剣連

19日（日） 剣道六・七段受審者講習会 未定 神奈川剣連

 25日（土） 合同稽古会18:00～20:45

　26日（日） 後期進級審査会

 3月 　5日（日） 第21回神奈川県剣道祭

　 11日（土） 剣道八段受審者研修会

18日（土） 三段以下剣道形講習会 

　 25日（土） 合同稽古会18:00～20:45 スポーツ会館 小田原剣連
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