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剣道 居合道・杖道 剣道 居合道・杖道

4/4(土) 第５５回剣道東日本中央講習会（勝浦）1 【延期】 代議員総会(県武）

4/5(日) 第５５回剣道東日本中央講習会（勝浦）2【延期】

4/11(土) 「教士」筆記試験（東京神戸福岡） 東北合同稽古会（花巻）

4/12(日) 東北合同強化錬成会（花巻）

小学生強化練習会（渋民）

4/18(土) 剣道連盟講習会（県武）

4/19(日) 第１８回全日本選抜八段優勝大会（名古屋） 剣道審査会（盛岡）【延期】

4/20(月) 月例稽古会①

4/25(土) 岩手県道場少年大会（県武）

4/26(日) 夢想寿会総会（滝沢）

4/29(水) 第６８回全日本都道府県対抗（大阪）

剣道六段審査（京都）【延期】

[盛岡]盛岡市民体育大会（県武）

4/30(木) 剣道七段審査（京都）【延期】

5/1(金) 剣道八段審査（京都）1【延期】

5/2(土) 剣道八段審査（京都）2【延期】

第１１６回剣道演武大会（京都）1

5/3(日) 第１１６回剣道演武大会（京都）2 居合道八段・杖道八段審査（京都）

居合杖道称号審査（京都）

5/4(月) 第１１６回剣道演武大会（京都）3

5/5(火) 第１１６回剣道演武大会（京都）4

5/6(水) 剣道称号（範士教士錬士）審査会

5/9(土) [盛岡]第72回県民体育大会盛岡市予選会 居合道審査会・初～三段【延期】

小学生強化練習会

5/16(土) 剣道七段審査（名古屋）【延期】 [盛岡]中学生剣道教室①

5/17(日) 剣道六段審査（名古屋）【延期】 第５２回岩手県高校選抜剣道大会（県武）

5/18(月) 月例稽古会②（花巻）

5/22(金) 第６９回岩手県高校総体剣道競技（県武）1

5/23(土) 第２５回女子審判講習会（勝浦）1 第６９回岩手県高校総体剣道競技（県武）2 東北地区杖道講習会（盛岡勤労福祉センター）1

5/24(日) 第２５回女子審判講習会（勝浦）2 第６９回岩手県高校総体剣道競技（県武）3 東北地区杖道講習会（盛岡勤労福祉センター）2

5/30(土) 第２９回杖道中央講習会（勝浦）1

5/31(日) 第２９回杖道中央講習会（勝浦）2 小学生強化練習会（県武）

6/5(金) 居合道六・七段審査会（埼玉）

6/6(土) 第２０回剣道女子審判法講習会（勝浦）1 居合道地区講習会（埼玉）1

6/7(日) 第２０回剣道女子審判法講習会（勝浦）2 居合道地区講習会（埼玉）2 第７２回岩手県民体育大会（県武）

6/11(木) 第５８回剣道中堅剣士講習会（奈良）1

6/12(金) 第５８回剣道中堅剣士講習会（奈良）2

令和2年度 岩手県剣道連盟・盛岡剣道協会行事予定表

日付
全国行事（岩手県以外） 岩手県＆盛岡剣道協会行事
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6/13(土) 第５８回剣道中堅剣士講習会（奈良）3

東北合同稽古会（宮城大郷町）

6/14(日) 第５８回剣道中堅剣士講習会（奈良）4

東北合同練成会（宮城大郷町）

知事杯争奪県下少年剣道大会（県武）

6/15(月) 月例稽古会③（北上）

6/20(土) [盛岡]盛岡市中学校体育大会（県武）⇒未定

6/21(日) 小学生強化練習会（会場未定）

6/22(月) 第４２回全日本高齢者武道大会（東京）

6/27(土) 第６６回東北高校剣道選手権（酒田市）1

第５２回東北女子高校剣道選手権（酒田市）1

[盛岡]中学生剣道教室②

6/28(日) 第６６回東北高校剣道選手権（酒田市）2

第５２回東北女子高校剣道選手権（酒田市）2

第１５回居合道さくらんぼ大会（山形）

7/4(土) 第８回女子剣道指導法講習会（勝浦）1 杖道伝達講習会・段位審査会（盛岡市武）1

7/5(日) 第８回女子剣道指導法講習会（勝浦）2

第６２回東北北海道対抗剣道大会（秋田）

杖道伝達講習会・段位審査会（盛岡市武）2

7/11(土) 第４６回県下居合道大会

7/12(日) 第１２回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会（奈

良）

7/18(土) 第１２回剣道女子審判法研修会（勝浦）1 中学校総体（二戸）1

7/19(日) 第１２回剣道女子審判法研修会（勝浦）2 中学校総体（二戸）2

7/20(月) 月例稽古会⓸（県武）

7/23(木) [盛岡]中学生剣道教室③

7/25(土) 第６９回岩手県下剣道選手権大会女子の部

全日本女子剣道選手権予選（県武）

7/26(日) 第６９回岩手県下剣道選手権大会男子壮年の部

全日本剣道選手権予選（県武）

7/28(火) [盛岡]剣道協会暑中稽古（市武）1

7/30(木) [盛岡]剣道協会暑中稽古（市武）2

8/1(土) [盛岡]剣道協会暑中稽古（市武）3

8/6(木) 第６２回全国教職員剣道大会（花巻）

8/7(金) 杖道六七段審査会（和歌山）

8/8(土) 杖道地区講習会（和歌山）1

8/9(日) 杖道地区講習会（和歌山）2

8/10(月) 剣道審査会（学剣連・盛岡市武）

8/15(土) 第６７回全国高等学校剣道大会（岡山）1

8/16(日) 第６７回全国高等学校剣道大会（岡山）2

8/17(月) 第６７回全国高等学校剣道大会（岡山）3 月例稽古会⑤（県武）
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8/18(火) 第６７回全国高等学校剣道大会（岡山）4

8/19(水) ミニ国直前合宿（盛岡市武）1

8/20(木) 第５０回全国中学校剣道大会（岐阜）1 ミニ国直前合宿（盛岡市武）2

8/21(金) 第５０回全国中学校剣道大会（岐阜）2 ミニ国直前合宿（盛岡市武）3

8/22(土) 第５０回全国中学校剣道大会（岐阜）3

8/22(土) 東北総体（山形寒河江市） [盛岡]中学生剣道教室④

8/22(土) 剣道七段審査会（長野）

8/23(日) 剣道六段審査会（長野） 居合道高段位受審者講習会

8/29(土) 剣道七段審査会（福岡） 第４７回居合道中央講習会1 第３２回岩手県民長寿体育祭（県武）

8/30(日) 剣道六段審査会（福岡） 第４７回居合道中央講習会2

9/5(土) 東日本剣道錬成会（県武）

9/6(日) 第６６回全日本東西対抗剣道大会（大分） 東日本剣道錬成会（県武）

9/13(日) 第５９回全日本女子剣道選手権大会（長野） [盛岡]第70回盛岡地区剣道大会

9/19(土) [盛岡]盛岡市中学校新人体育大会

9/26(土) [盛岡]中学生剣道教室⑤ 東北居合道大会（県武）

9/27(日) 東北居合道大会（県武）

10/4(日) 第７５回国民体育大会剣道大会（霧島）1

10/5(月) 第７５回国民体育大会剣道大会（霧島）2

10/6(火) 第７５回国民体育大会剣道大会（霧島）3

10/10(土) [盛岡]中学生剣道教室⑥

10/11(日) 第４７回全日本杖道大会（埼玉） 剣道審査会（花巻）

10/17(土) 東北女子合同稽古会（宮城名取市） 第５５回全日本居合道大会（石川）

10/18(日) 第４７回県下スポ少大会（県武）

10/19(月) 月例稽古会⑥（県武）

10/23(金) 全日本剣道連盟社会体育初級養成講習（県武）1

10/24(土) 全日本剣道連盟社会体育初級養成講習（県武）2 杖道講習会・審査会（つなぎ地区活動セ）1

10/25(日) 全日本剣道連盟社会体育初級養成講習（県武）3 杖道講習会・審査会（つなぎ地区活動セ）2

10/31(土) 第３３回全国健康福祉祭剣道交流大会（岐阜）

11/3(火) 第６８回全日本剣道選手権大会（東京）

11/6(金) 高等学校新人剣道大会（花巻）1

11/7(土) 高等学校新人剣道大会（花巻）2 居合道杖道委員会（つなぎ活動センター）

11/8(日) 居合道七・六段審査会（東京） 剣道審査会（久慈）

11/14(土) 「教士」筆記試験（名古屋） 「教士」筆記試験（名古屋）

11/14(土) 剣道七段審査会（名古屋） 中学校新人大会（県武）1

11/15(日) 剣道六段審査会（名古屋） 中学校新人大会（県武）2

11/16(月) 月例稽古会⑦（県武）

11/21(土) [盛岡]剣道一級審査会
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11/22(日) 剣道六段審査会（東京）

11/23(月) 剣道審査会（宮古）

11/24(火) 「教士」「錬士」審査会（東京）

剣道七段審査（東京）

「教士」「錬士」審査会（東京）

11/26(木) 剣道八段審査会（東京）1

11/27(金) 剣道八段審査会（東京）2

11/28(土) [盛岡]中学生剣道教室⑦ 居合道講習会審査会・初～三段（盛岡市武）

11/29(日) 第２９回女子部研修会（盛岡市武）

12/5(土) [盛岡]日本剣道形講習会

12/6(日) 千葉周作顕彰少年大会（陸前高田）

12/12(土) [盛岡]中学生剣道教室⑧

12/19(土) 剣道審査会（盛岡市武）

12/20(日) 剣道連盟納会（県武） 剣道連盟納会（県武）

1/4(月) 全国中高指導者講習会（勝浦）1

1/5(火) 全国中高指導者講習会（勝浦）2

1/6(水) 全国中高指導者講習会（勝浦）3

1/15(金) 杖道六・七段審査会（東京）

1/16(土) 杖道地区講習会（東京）1

1/17(日) 杖道地区講習会（東京）2

1/23(木) [盛岡]中学生剣道教室⑨

1/26(火) [盛岡]剣道協会寒中稽古（市武）1

1/28(金) [盛岡]剣道協会寒中稽古（市武）2

1/30(土) [盛岡]剣道協会寒中稽古（市武）3

高校選抜大会予選会（県武）

1/31(日) 都道府県対抗岩手予選会（県武） 県下居合道三浦正雄杯錬成大会

2/12(金) 東北連盟会議（青森）

2/13(土) 第３３回東北高校選抜剣道大会（青森） [盛岡]中学生剣道教室⑩

2/14(金) [盛岡]盛岡中津川ライオンズクラブ杯争奪

第42回盛岡地区少年剣道大会

3/6(土) 常任理事会（県武）

各支部事務局長会議（県武）

常任理事会（県武）

各支部事務局長会議（県武）

3/21(日) 居合道審査員講習会・理事会（盛岡市武）

3/26(金) 全国高校選抜大会（春日井）1

3/27(土) 全国高校選抜大会（春日井）2 [盛岡]日本剣道形講習会

3/28(日) 全国高校選抜大会（春日井）3


