
　　　　☆コロナの影響次第で中止・延期等が考えられます。
月 日  (曜) 全 日 本 剣 道 連 盟 場  所 日 （曜） 九 州 剣 道 連 盟 場  所 日  (曜) 佐 賀 県 剣 道 連 盟 場  所

　４／５    延　期 第５５回西日本中央講習会 神戸市 　　　　　　　　中　止 合同錬成会 県総合体育館剣道場

　小論文提出 称号審査会試験（教士） 福岡市 １１日(土)　　　書　面 佐賀県剣道連盟総会　 県スポ－ツ会館３Ｆ

　４／１９　中　止 第１８回全日本八段選抜剣道大会 名古屋市 　４／１９　　　中　止 佐賀県高校春季剣道大会 諸富文化体育館

　４／２９　中　止 第６８回全日本都道府県剣道大会 大阪市 　４／２５・２６中　止 佐賀県中学生春季剣道大会 芦刈文化体育館

　４／２９　延　期　９月 剣道六段審査会 未　定

　４／３０　延　期　９月 剣道七段審査会 未　定

　５／１・２　延期 ９月 剣道八段審査会 未　定 ９日(土)　　　　　中止 全九州学生選手権大会 かすやドーム 　５／１０　　　　 延　期 中央講習伝達講習会 県総合体育館剣道場

　５／３～５　中　止 第１１６回全日本剣道演武大会 京都市 ９日(土)　指導法　中止 全剣連後援講習会 大村市 　　　　　　　　中　止 合同錬成会 県総合体育館剣道場

　５／３　延　期　８月 居合道八段審査会 未　定 　　　　　　　 中止 九州地区合同稽古会 福岡中央体 　５／１６・１７延　期 古川和男範士招聘講習会 県総合体育館剣道場

　５／６　書　面　審査 称号（範士・教士・錬士）審査会 京都市 ２３日～２４日　　中止 西日本学生剣道大会 久留米市 　５／１７　　　中　止 佐賀県道場少年剣道大会 嬉野中央体育館

　５／１６延　期　９月 剣道七段審査会 未　定 ２４日（日　　　　 延　 期 居合道五段以下審査会 県総合体育館剣道場

　５／１７延　期　９月 剣道六段審査会 未　定 ２９日～３０日　　 中　 止 佐賀県高校総体剣道大会 諸富文化体育館

　中　止 居合道六・七段審査会 沖　縄 ２１日（日）　中　止 西日本各県対抗剣道大会 佐賀市 ３日～５日（金） 延 期 武道指導者講習会 県総合体育館剣道場

１１日(木)～１４日 中止 第５８回剣道中堅剣士講習会 奈良県 ２８日（日）　中　止 全剣連後援講習会・形 福岡武道館 ６日（土）～７日　  延　期 古川和男範士招聘講習会 県総合体育館剣道場

７日（日）午前      延　期 全日本剣道選手権県予選会 県総合体育館剣道場

７日（日）午後　　  延　期 佐賀県選抜剣道七段優勝大会 県総合体育館剣道場

　　　　　　　　　  中　止 合同錬成会 県総合体育館剣道場

１４日（日）　　　  延　期 剣道五段以下審査会 髙志館高校体育館

２８日（日）        居合道五段以下審査会 県総合体育館剣道場

　　　　　　　中　止 居合道六・七段審査会 沖縄 ４日（土）　　    中止　　九州地区合同稽古会 熊本市 １・８（水）　　　　中　止 合同錬成会　　　　　　　 県総合体育館剣道場

　　　　　　　中　止 居合道地区講習会 沖縄 ３日(金）～５日中止 全九州高校剣道大会 佐賀市 １９日（日）　　　　中　止 第５９回佐賀県剣道大会（職域） 北波多社会体育館

１２(日)　　　中　止 第1２回全日本都道府県女子剣道大会 橿原市 ２４日(金)～２９日中止 玉竜旗高校剣道大会 マリンメッセ ２５日（土） 居合道全国大会予選会 諸富公民館

４日～５日    中　止 全日本学生選手権大会・男女 春日井市 ２５日(土)～２６日(日) 県中学校夏季総体剣道大会 基山町総合体育館

６日(木)　        中止　　第６２回全国教職員剣道大会 花巻市 ６日～８日　　中 止 九州中学校剣道大会 佐賀市 １日(土)午前 剣道三段以下神埼審査会 神埼中央公園体育館

１５日～１８日 中止 第６７回全国高等学校剣道大会 岡山市 ２３日（日） 第４０回九ブロ沖縄大会 那覇市　 ９日（日）～１０日　延　期 古川和男範士招聘講習会 県総合体育館剣道場

２０日～２２日 中止　 第５０回全国中学校剣道大会 岐阜市 １２日(水)　　　　　中　止 大麻旗争奪剣道大会準備　 県総合体育館大競技場

２２日（土） 七段審査会 長野市 １３日(木)　　　　　中　止 大麻旗剣道大会（高校生） 県総合体育館大競技場

２３日（日） 六段審査会 長野市 １４日(金)　　　　　中　止 大麻旗剣道大会（高校生） 県総合体育館大競技場

２９日（土） 七段審査会 福岡市 １５日(土)　　　　　中　止 大麻旗剣道大会（中学生） 県総合体育館大競技場

３０日（日） 六段審査会 福岡市 １６日(日)　　　　　中　止 大麻旗剣道大会（小学生） 県総合体育館大競技場

１９日・２６日(水)    合同錬成会　　　　　　　 県総合体育館剣道場

　６日（日） 第６６回全日本東西対抗剣道大会 大分県 　５日（土） 全九州学生剣道大会 かすやドーム ２・９・１６・３０（水） 合同錬成会 県総合体育館剣道場

１３日（日） 第５９回全日本女子剣道選手権大会 長野市 １２日（土） 九州地区合同稽古会 福岡市中央 １２日（土）～１３日（日） 古川和男範士招聘講習会 県総合体育館剣道場

１３日（日）      中止 全日本都道府県対抗少年剣道大会 大阪市 １９日(土) 剣道三段以下審査会 武雄市白岩体育館

２０日（日） 居合道伝達講習会 県総合体育館剣道場

4（日）～６（火） 第７５回国民体育大会剣道大会 鹿児島県 １０日～１１日(土・日) 九州高段者研修会 熊本市 ７日～９日（金） 武道指導者講習会 県総合体育館剣道場

1７日（土） 第5４回全日本居合道大会 金沢市 ３１日（土） 九州地区合同稽古会 熊本市 １０日（土）～１１日 古川和男範士招聘講習会 県総合体育館剣道場

１８日（日） 全日本学生剣道大会(男子) 大阪市 ７・１４・２１・２８（水） 合同錬成会 県総合体育館剣道場

３１（土）１１／３（火） 全国ねんりんピック 岐阜県 １８日（日） 県民スポーツ大会 東原庠舎中央校

２４日（土）～２５日（日） 県高校新人・九州選抜県予選会 致遠館高等学校

３日（日・祝） 第６８回全日本剣道選手権大会 東京都 １５日（日） 全剣連後援講習会・審判 大分市 １日（日） 佐賀県少年学年別剣道大会 未定

７ 日（土） 居合道六・七段審査会 東京都 ７日（土） 授業協力者養成講習会 県総合体育館剣道場

８日（日） 全日本学生女子剣道大会 春日井市 ７日（土）～８日（日） 佐賀県中学生新人剣道大会 未定

１４日(土)～１５日(日) 第６９回全国青年剣道大会 東京都 ４・１１・１８・２５（水） 合同錬成会 県総合体育館剣道場

１４日（土） 七段審査会 名古屋市 １４日（土） 剣道三段以下伊万里審査会 伊万里市

１５日（日） 六段審査会 名古屋市 １４日（土）～１５日 古川和男範士招聘講習会 佐賀学園剣道場

１６日 (月)       中 止 全国警察剣道大会 武道館 １８日水）～２０（金） 武道指導者講習会 県総合体育館剣道場

２１日(土) 六段審査会 八王子市 ２２日(日） 川﨑旗争奪少年剣道大会 白石町社会体育館

２４日(火)～２５（水） 七段・称号（教士・錬士）審査会 八王子市 ２９日（日） 剣道五段以下審査会 致遠館高等学校

２６日(木)～２７日(金) 八段審査会 八王子市

２日（水） 九州管区警察剣道大会 福岡市 ２・９・１６・２３（水） 合同錬成会 県総合体育館剣道場

11日（金）～１３日（日） 社会体育指導員講習会 大村市 １２日（土） 国体成年男女選考会 県総合体育館剣道場

１３日（日） 第６４回県東西対抗剣道大会 県総合体育館剣道場

９日（土） 九州地区合同稽古会 福岡中央体 １０日（日） 全国高校選抜剣道大会予選会 中原体育館

６・１３・２０・２７（水） 合同錬成会 県総合体育館剣道場

３０日（土） 三県交流教職員剣道大会 鹿児島県

１３日(土)～１４日(日) 九州選抜高校剣道大会 那覇市　 ３・１０・１７・（水） 合同錬成会 県総合体育館剣道場

１３日(土) 九剣連役員会 那覇市　 １１日（木・祝） 特別講習会（六・七・八段） 県総合体育館剣道場

１４日（日） 佐賀県居合道大会 県総合体育館剣道場

２８日（日） 第１９回きさらぎ旗全国大会 芦刈文化体育館

２６日(金)～２８日(日)    第３０回全国高等学校選抜剣道大会 春日井市 ６日（土） 九州地区合同稽古会 熊本市 ３・１０・１７・２４・ 合同錬成会 県総合体育館剣道場

１４日（日） 県中学校区・福岡旗女子剣道大会 芦刈文化体育館

２６日(金)～２９日(月)    神埼市長旗全国選抜大会 神埼中央公園体育館

   Tel　　０９５２－３３－７１８４　　　Fax ０９５２－２０－９８８８ mailaddress    sakenren@soleil.ocn.ne.jp
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                                           佐賀県剣道連盟事務局    〒849-0923　佐賀県佐賀市日の出２－１－１１県スポーツ会館内
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水曜日の合同錬成会は１８：３０～２０：３０実施
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