
 

 

令和３年度稲城市剣道連盟総会 

 

 

１ 日 時 令和３年４月１８日（日） 午後４時 

 

２ 場 所 稲城市総合体育館ミーティングルーム 

 

３ 議 案 

（１）令和２年度稲城市剣道連盟活動報告及び 

令和２年度稲城市剣道連盟決算について 

（２）令和３年度・４年度稲城市剣道連盟役員（案）について  

（３）令和３年度稲城市剣道連盟活動計画（案）及び 

令和３年度稲城市剣道連盟予算（案）について 

（４）その他 

 

４ 次 第 

     （１）議長・書記選出 

     （２）開会宣言 

     （３）議事進行 

       ① 議案説明 

       ② 質疑 

       ③ 表決 

     （４）議長・書記解任 

     （５）閉会宣言  

 

 

 



令和３年４月１８日

開催期日 連盟主催(共催)事業名 その他参加事業名 事　業　内　容 会　　場 参加人員 事業経費 成　果（　結　果　）

R2.04,05 【中止】東京剣道祭 個人戦 東京武道館

04.12 【中止】稲城市スポーツ大会開会式 稲城市総合体育館

04.12 【中止】西東京女子剣道選手権大会 個人戦 昭島市スポーツセンター

04.12 【中止】西東京女子優勝大会 団体戦 昭島市スポーツセンター

04.29 【中止】武蔵御嶽神社奉納剣道大会 団体戦 武蔵御嶽神社

05.03 【中止】京都大会 個人戦 武道センター

05.17 【中止】東京都民体育大会 団体戦 東京武道館

05.30 【中止】東京都女子年齢別剣道大会 個人戦 東京武道館

06.07 【延期】前期三段以下審査会 審査会 エスフォルタアリーナ

06.21 【中止】稲城市スポーツ大会 個人戦・団体戦 稲城市総合体育館

07.05 【延期】前期二級以下審査会 審査会 稲城市総合体育館

07.12 【中止】西東京剣道選手権大会 個人戦 武蔵村山

07.-- 【中止】昭武館道場祭 個人戦 元八王子市民センター

08.02 【代替】前期二級以下審査会 審査会 稲城市総合体育館 6名 32,680 申込6名　受審6名　合格6名

08.23 【延期】前期一級審査会 審査会 西調布体育館

09.06 【中止】稲城市民大会開会式 稲城市総合体育館

09.06 【中止】東京都青年大会 団体戦 東京武道館

09.06 【中止】都民生涯スポーツ大会 団体戦 東京武道館

09.13 【中止】東京都市町村総合体育大会 団体戦 東久留米

09.20 【代替】前期一級審査会 審査会 西調布体育館 14名 2,360 申込14名　受審14名　合格14名

09.-- 【中止】巣鴨学園少年大会 個人戦・団体戦 巣鴨学園

10.04 日本剣道形・審判講習 講習会 稲城市総合体育館 53名 56,201

10.-- 【中止】西東京剣道大会 団体戦（小中学生） エスフォルタアリーナ

11.01 【代替】前期三段以下審査会 審査会 エスフォルタアリーナ 13名 7,400 申込13名　受審13名　合格12名（初段：11名　二段：1名）

11.01 【中止】稲城市民大会 個人戦・団体戦 稲城市総合体育館

11.01 【中止】西東京剣道大会 団体戦（一般） エスフォルタアリーナ

11.23 後期三段以下審査会 審査会 エスフォルタアリーナ 17名 7,400 申込18名　受審17名　合格16名（初段：6名　二段：8名 三段：2名）

11.-- 【中止】亜細亜大学少年剣道大会 個人戦・団体戦 亜細亜大学

12.13 後期二級以下審査会 審査会 稲城市総合体育館 14名 31,340 申込14名　受審14名　合格14名

12.13 【中止】毎日レディース剣道大会 団体戦 日野市ふれあいホール

12.20 東京都選手権 個人戦 東京武道館 1名 4,150 1回戦：越間

R03.02.07 【延期】後期一級審査会 審査会 西調布体育館

03.07 男子国体(先鋒～中堅の部)予選会 個人戦 国立 2名 7,420 越間・小松

03.23 都道府県対抗大会予選会 個人戦 東京武道館 1名 3,820 五将の部：越間

04.25 【代替】後期一級審査会　（予定） 審査会 西調布体育館 （予定）13名

R2.04～ 【中止】剣道教室 剣道教室・木刀基本技指導 一般・少年 向陽台小学校　他

R2.04～ 合同稽古 稽古：19回 一般・少年 稲城市総合体育館 延300名 25,460

　稽古納合同稽古 12/20 20名 -

　稽古始合同稽古 1/10 20名 -

R2.06.21 定期総会（4/19から変更） 稲城市総合体育館

R2.04～ 理事会 ： 4/12（中止）・10/4（9/20から変更）・2/14（臨時）・3/21 稲城市総合体育館 延60名 4,540

R2.04～ 稲城市剣道連盟事務 各種資料作成・連絡調整 担当者宅地 1名 36,000

※経費は主なものを記載しています。

令和２年度稲城市　剣　　道　連盟活動報告書



令和2年度稲城市剣道連盟決算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年4月18日 

内】R ��2餐■事：■1■ �2豊丘訣】■義 �比1臣 �■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三二＝⊥ 

収 入 �1曇　t �粥1．700 �1．㈱，湖 �柑牒抑 �＃美食責　一触　　　　　　　　　　　　　　　l榔名◎　　も㈱　　　　　　　　馳㈱ 

中学生　　　　　　　　　　　　　　　53名0　　2．珊　　　　　　　1乳封船 

小事生　　　　　　　　　　　　　　　別名秒　1，㈱　　　　　　　　31，㈱ 

休場さ暮　　　　　　　　　　　　　　　　　1船名○　　封船　　　　　　　　引．聞 

集ま義嚢霊霊義紳伽円、桝嬢00円）　　　　　11時＠　　㈱　　　　　　　　70．800 

苗薫真金1　　　　　　　　　　　　　　　　　1幻名0　1．5伽　　　　　　　　lt軋舗 

2　補助金 �270．㈱ �123，珊 �－147．朋 �■丘捧事大錦勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　○名や　！，I00　　　　　　　　　　　　○ 

帝和村夫さく舞子5名＋女手鳩■tt十■欠2〉補助　　　　咤⑳　l．㈱　　　　　　　　　　　¢ 

♯良重蔵スポーツ大■＃助　　　　　　　　　　　　　○名＠　1，100　　　　　　　　　　　8 

稽織布スポーツ大鵬助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 

積♯語長大女繍助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

書少年立体書戚姑勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軋㈱ 

スポーツ絨事絨勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軌㈱ 

体抽暮半鵬勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．㈱ 

3　緻審査収入 �85，㈱ �糾，㈱ �・づ1．㈱ �●暮♯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j野毛○　　　珊　　　　　　　　　川．㈱ 
鮒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か亀0　1．㈱　　　　　　　　　礼㈱ 

4　線収入 �35－㈱ �5．117 �－2凱883 �スポーツ大食讐加暮　一浪　　　　　　　　　　　　　嶋中　　朝沖　　　　　　　　　　　0 
無象鞘1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17 

捧書聴用鋼薫付■（■蠣紳士、罰期■■重義）　　　　　　　　　3，閲 欠如■加暮遭t　　　　　　　　　　　　　　　l．柵 

簾入金 �1甜1諮 �吼吼緋 �欄．：氾5 � 

積立彙取り靡し �欄335 �0 �級溺 � 

収　入　針 �l．413．棚 �1．公給．717 �－2乳酪 � 

積　立 ��董　之．㈹1．422 �12▲鵬1．422 �I　　Oi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

支 出 �事 業 �1報償雷 �178．000 �33．㈱ �－143．0的 �犬飼縫暮書■　霊長太さ、苓t真曹人・団体、市町 

札鵬予暮、生乳女手増渕、立切織讐　　　嶋辱　2・㈱　　　　　　乳臓 

一線大金相　　　　　　　　　　　　　　　　　場0　　3．㈱　　　　　　　　　　　0 

少年大会贅書暮　　　　　　　　　　　　　　　　　○名0　　3．㈱　　　　　　　　　　　0 

蓋血由嘘濃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2与．0的 

2鱒礼金・欒励食等手当 �244．㈱ �1軋㈱ �－143，㈱ �攣蠣鶉（■榊蘭・畿）　　　　　　　　　　　　咽＠　5．㈱　　　　　　　　　5．㈱ 

スポーツ太さ、市民体竃大彙雷戦役1手強　　　　　　　○毛㊥　　乙㈱　　　　　　　　　　　○ 

三線以下糎引事手当　　　　　　　　　　　　　　4名㊥　　3．㈱　　　　　　　　　ほ．㈱ 

一暮書董さ引事手当　　　　　　　　○ 二義払下雷董食事糞▲最■手当珊・徽）　　か名秒　2．㈱　　　　縞．㈱ 

暮春■轟手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．㈱ 

3彿　責 �7凱㈱ �3．5餌 �1賭，4一昭 �至繁慧デ薫く‾■’錘、t棚、ガス代・駐　　　　　　　　　　○ 
算段響董付添女王彙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．与姉 

その絶食生暮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 

4食糧費 �軌㈱ �○ �－め．㈱ �市長大食・スポーツ大女を1玉食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 

6†銀幕賽薫 �1加．㈱ �3，812 �－11＄，1拙 �印痍義市長・戎●っ大事け●げ弘樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
責 ■ 蕎 �����大食メダル．レプリカ代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陣場で一緒十人のため計上せず 

封書、ファイル、デ妙トカ、コピー．暮書用品触　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，さは 

8儀晶蠣入費 �25，㈱ �40，佑1 �15，851 �霊緋用よ、十枚、プレトライ婚ィ、集、傲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，抑 彙 �����銅遭教本暮義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶㈱ 

嶋 霊 �����太刀■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1柏．751 

7役務責 �2凱㈱ �28，240 �240 �切手．違札F叫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄．榔 
詮 �����勤手■窮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○，l倒 

食 む �����虚t　ホームページ作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．㈱ 

8饅用料 �弧㈱ �一晩180 �一札珠沙 �食闊穫百　月遭舶用用　　　　　　　　　　　　　　1仲野愈　1．細　　　　　　　　　乱㈱ 
2線以下暮董彙　出道相場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．3飾 

暮蠣・＃遭拙さ■捷用ポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．820 

■暮細測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．糾○ 

9負担食 �鵬．棚 �310．3卯 �一路．1櫛 �苅田印加劃軸鷹　　　　　　　　　　　　　　　118名曲　　　納　　　　　　　　　札醜 

酉文京岨1嚢義　　　　　　　　　　　　　　　12さ毛⑳　1．聞　　　　　　　　1軋抑 

陣場食義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糾名や　　㈱　　　　　　　　17．㈱ 

優放熱　義民大義、壬鶴重大事少年蝿、書年大義　　8帥㊥　1．鵬　　　　　　　　　　　○ 

●綿　雲斑岩豊・蜘綿（折凱女手　描　　　　　　　き，㈱ 

紳士　芸二大彙（舛t‾齢・僻大綱の。帥　　　　　　　　○ 

榊　　■さ、綿、ヰ贈、玉井書大我遭　　　　　咽体⑳　　5，㈱　　　　　　　　　　　　0 

視t　　立切書徽　　　　　　　　　　　　　　　　　○缶体中　軋伽　　　　　　　　　　　　0 

10その他綴責 �215，（珊 �5＄2．177 �337．177 �削暮穐書群銀い：霹醜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弧㈱ 

強化暮木本万　榔職讐）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，㈱ 
強化t　少年櫓書鴨養い　曇彰．飲ホ代）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢ 

交硬く育紺、捧協、イベント等〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 
交織（雷電霊、お先■い、零t讐）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軋177 
■拗H■■　姐量■足暮よ■慮f無益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13g．㈱ 

11号義勲次年度♯鐘） ��○ �87．7¢7 �87，707 � 

箕　拉llけ ��1．413．珊 �1．2ぬ．7け �側．＄03 � 

1　　　　　　　1■　正 ���2＿081＿422l �2．胱1＿ぷと2 �O　t �l 

l　　　　合　針　　　　！ ���3．474．提2 �3．21路．138 �－200．¢83Ⅰ �l 

以上の通り報告いたします　　　　　　　　　　　　監査の結集相違ないことを嘗めます

剣遭逢里会計　離山　盲愛 会計監査若林麻美

会計餐董換算種子



＜決算補足資料＞

「支出の部」・「10その他の経費」・「剣連会費返金」について

1）令和3年2月14日の理事会にて令和2年度の稲城市剣道連盟会費について一部あるいは全部を

返金することが決定されました。

区分 �碗城帯剣遣連盟会費 �返金額 � 

一般 �5，000 �2，500 �半額 

高校生 �5，000 �5，000 �全額 

中学生 �2，500 �2，500 �全額 

小学生以下 �1，000 �1，000 �金額 

2）返金は令和3年度の稲城市剣道連盟の納入会費と相殺し、令和2年度で退会する会員については

各所属団体より当該全点に返金することにより行われました。

3）返金総額は436，000円で、その内訳は下記のとおりです。

区分 �一般 �高校吏 �中学生 �小学生以下 �合計 

人　数 �103 �3 �53 �31 �190 

返金額 �2，500 �5，000 �2，500 �1，㈱ � 

返金小計 �257，500 �15，000 �132，500 �31，㈱ �4鴫仰0 



令和３年度・４年度 

稲城市剣道連盟役員（案） 
 

 

会長 甲斐 睦章 

副会長 飯干 祐一 

理事長 倉島 秀夫 

副理事長 石川 隆彦 

 事務局長 大橋 隆男 

 会計 晴山 百栄 

 会計監査 若林 麻美 

  後藤 桂子 



開催期日 連盟主催（共催）事業名 その他参加事業名 会　　場 参加人員 必要経費　　　　　　　　　　　左記必要経費の説明

R3.04.04 東京剣道祭 東京武道館 5名 石ヶ森・甲斐・吉川・黒木・松本（敬称略）

04.11 【中止】 稲城市スポーツ大会開会式 稲城市総合体育館

04.29 【中止】 武蔵御嶽神社奉納剣道大会 武蔵御嶽神社

05.03 【中止】 京都大会 武道センター

05.15 西東京女子剣道選手権大会 八王子

05.15 東京都女子年齢別剣道大会 東京武道館

05.16 東京都民体育大会 東京武道館

05.-- 西東京女子優勝大会

06.06 審判講習 稲城市総合体育館

06.06 前期三段以下審査会 エスフォルタアリーナ 10名 7,400 報償費 6,000 交通費 1400

06.20 稲城市スポーツ大会 稲城市総合体育館 120名 160,000 報償費 68,000 食糧費 26,000 一般需用費 66,000

07.04 前期二級以下審査会 稲城市総合体育館 40名 48,000 報償費 40,000 使用料 5,500 一般需用費 2,500

07.11 西東京剣道選手権大会 武蔵村山

07.-- 昭武館道場祭 元八王子市民センター

08.-- 前期一級審査会 西調布体育館 10名 2,360 報償費 2,000 交通費 360

09.05 稲城市民大会開会式 稲城市総合体育館 30名

09.05 東京都青年大会 東京武道館

09.05 都民生涯スポーツ大会 東京武道館

09.12 東京都市町村総合体育大会 東久留米

09.23 日本剣道形・審判講習 稲城市総合体育館 60名 74,840 報償費 40,000 使用料 9,160 食糧費他 25,680

09.-- 巣鴨学園少年大会 巣鴨学園 10名 18,000

10.31 稲城市民大会 稲城市総合体育館 120名 160,000 報償費 68,000 食糧費 26,000 一般需用費 66,000

10.-- 西東京剣道大会（小中学生） エスフォルタアリーナ 12名 20,000

11.07 西東京剣道大会 エスフォルタアリーナ

11.23 後期三段以下審査会 エスフォルタアリーナ 10名 7,400 報償費 6,000 交通費 1400

11.-- 亜細亜大学少年剣道大会 亜細亜大学 10名 15,000

12.12 後期二級以下審査会 稲城市総合体育館 40名 48,000 報償費 40,000 使用料 5,500 一般需用費 2,500

12.-- 毎日レディース剣道大会

R4.02.05 都道府県対抗大会予選会 東京武道館

02.11 立切誓願試合 西調布体育館

02.-- 後期一級審査会 西調布体育館 10名 2,360 報償費 2,000 交通費 360

03.06 男子国体(先鋒～中堅の部)予選会 国立

R3.04～ 剣道教室 剣道教室：8回　木刀基本技指導：2回 向陽台小学校　他 延350名 45,000

R3.04～ 合同稽古  稽古：22回 稲城市総合体育館 延300名 40,260 使用料 40,260

　稽古納合同稽古 12/19 20名 -

　稽古始合同稽古 1/9 20名 -

R3.04.18 定期総会 稲城市総合体育館

R3.04～ 理事会 ： 4/11・9/19・3/20 稲城市総合体育館 延60名 2,550 使用料 2,550

R3.04～ 稲城市剣道連盟事務 担当者宅地 1名 36,000

　 ※経費は主なものを記載しています。

指導者に対する謝礼

令和３年４月１８日

令和３年度稲城市　剣　　道　連盟活動計画書(案)

出場選手交通費・ジュース代

出場選手交通費・ジュース代

出場選手交通費・ジュース代
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 稲城市剣連剣連 令和３年４月１８日現在

4月 24（土）四・五段審査会 （東武） 団体名 稲城少年剣道クラブ

29（祝）六段審査会（京都） 活動日時 （水）19：00～21：00 （日）8：30～11：00

活動場所 一中・三小体育館

連絡先 内藤　℡ 042-331-7792

団体名 矢野口剣道会

5月 活動日時 （水）19：00～21：00 （日）7：30～10：00

活動場所 七小体育館

16（日）全日本都道府県対抗女子剣道大会予選会（東武） 連絡先 飯干　℡ 090-4674-2345

16（日）東京都民体育大会（東武）

25（火）国体選手選考会（東武）

**（　）西東京女子剣道優勝大会（　　） 団体名 向陽台剣道会

**（　）高体連関東個人予選会（　　） 活動日時 （金）19：00～21：00 （日）8：30～11：00

**（　）高体連インターハイ個人予選会（　　） 活動場所 向陽台小体育館

連絡先 倉島  ℡ 042-378-5285

6月 28（月）東剣連稽古会（東武） 12（土）四～七段受審者講習会（東武）

12（土）剣道登録審査要員等研修会（東武）

団体名 稲城中央剣友会

活動日時 （木）19：00～21：30 （日）9：00～11：30

活動場所 総合体育館

26（土）男子稽古会（立川） 連絡先 栗原　℡042-331-7657

7月 24（土）女子剣道講習会（東武）

団体名 稲城剣友会

25（日）全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会選考会（新宿） 活動日時 （火）（第1・3金曜日）19：00～21：00

25（日）東京都女子剣道選手権大会（新宿） 活動場所 四小体育館

28（土）・29(日)全国道場少年剣道大会(大阪) 連絡先 田中　℡ 042-377-2214

8月

21（土）七段審査会（新潟） 団体名 平尾剣友会

22（日）六段審査会（新潟） 20（金）～22（日）全国中学校剣道大会（神奈川） 活動日時 (土)16:30～18:30  (水)17:00～18:30

**（日）一級審査会（調布） **（　）日光剣道大会（栃木） 活動場所 平尾小体育館・フレンド平尾体育館

**（　）高体連秋季大会（東武） 連絡先 島田　℡ 042-331-7552

9月 5（日）市民大会開会式 5（日）剣道場 13（月）東剣連稽古会（東武）

19（日）剣道場

団体名 若葉台剣道会

23（日）市民大会抽選会 活動日時 （月・金）19：00～21：30

活動場所 六中体育館

連絡先 宇津木 ℡042-377-9806

10月 17（月）東剣連稽古会（東武）

10（日）剣道場 31（日）東剣連高段者・合同稽古会 団体名 富士通剣道部

17（日）剣道場 21（木）東京都シニア剣道大会（東武） 活動日時 （火・金）18：00～21：00

31（日）ウエルネスアリーナ（市民大会後） 24（日）全日本官公庁剣道大会（東武） 活動場所 富士通川崎体育館

30（土）全国健康福祉祭剣道交流大会（岐阜） 連絡先 越間　℡080-1975-6360

11月 13（土）西東京稽古会（昭島） 3（祝）全日本剣道選手権大会（日武） 団体名 中体連剣道部

活動日時 ＊＊＊＊＊

活動場所 一中・五中体育館

連絡先 林田　℡042-378-6121（五中）

**（　）東京都剣道道場学年別大会（　　）

　

**（　）称号（教士・錬士）審査会 団体名 稲城市役所剣道部

活動日時 月１回程度

活動場所 稲城消防署講堂

12月 12（日）東剣連稽古会（東武） 連絡先 藤田　℡080-5385-0670

25（土）女子稽古会（立川）

1月

29（土）女子稽古会（立川）

2月 6（日）四・五段審査会（東武）

5（土）西東京稽古会（立川）

3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※稲城市剣連の合同稽古は、➀基本開催日・毎月第１・３日曜日　➁稽古時間　剣道形：12時40分～13時30分　稽古：13時30分～15時　➂会場　稲城中央公園総合体育館　剣道場

**（　）西東京稽古会（府中）【中止】

9（土）西東京剣道形剣道大会（立川）

4（土）東京都剣道選手権大会（東武）

4（土）寛仁親王杯剣道八段選抜大会（東武）

**（　）六段審査会（　　）

11（日）西東京剣道選手権大会（武蔵村山）

23（祝）三段以下審査会（八王子）

6（日） 男子国体予選会（国立）

**（　）西東京稽古会（八王子）【中止】

14（日）六段審査会（愛知）

25（木）八段審査会（日武）

11（土）剣道形稽古会（立川）

23（祝）七段審査会（東武）

加盟団体

7（日）西東京剣道大会（八王子）

9（月）～12（木）全国高等学校剣道大会（金沢）

26（日）八段受審者講習会（東武）

**（　）東京都市町村共済剣道大会（　　）

18（土）男子稽古会（立川）

25（土）女子稽古会（立川）

7（日）剣道場

19（日）全日本女子剣道選手権大会（長野）

21（日）剣道場

31（日）市民大会（剣道競技）

**（　）西東京稽古会（西東京）

27（土）剣道形稽古会：団結式（立川）

20（日）東剣連稽古会（東武）

5（土）東剣連稽古会（東武）

7（月）東剣連稽古会（東武）

9（土）西東京剣連登録審査員等研究会（立川）

10（祝）西東京剣連新年祝賀会（立川）

26（土）八段受審者講習会（東武）

昇段・昇級審査会 稲城市剣連主催事業
合同稽古

講習会

3（土）女子剣道審判講習会（東武）

30（日）高段者・合同稽古会（東武）

4（日）剣道場

11（日）剣道場

大会
稲城市剣連 西東京・都剣連

12（月）東剣連合同稽古会（東武）

17（土）女子剣道稽古会（東武）

3（祝）称号審査会（京都）

15（土）七段審査会（愛知）

18（日）稲城市剣道連盟総会

16（日）六段審査会（愛知）

**（　）西東京稽古会（暉光会）【中止】

10（土）男子稽古会（立川）

30（金）七段審査会（京都）

25（日）剣道教室（表彰あり）

11（日）スポーツ大会開会式 【中止】

**（日）一級審査会（調布）

20（土）東剣連合同稽古会

12（土）男子稽古会：団結式（立川）

15（土）男子稽古会（立川）

1（土）・2（日）八段審査会（京都）

**（　）西東京稽古会（武蔵村山）

17（月）東剣連稽古会（東武）

18（土）男子稽古会（立川）

22（日）西東京八段受審者講習会（三鷹）

6（日）三段以下審査会（八王子）

**（  ） 西東京稽古会（青梅）【中止】

19（土）剣道形強化稽古会（立川）

11（日）理事会

30（日）西東京稽古会（あきる野）【中止】

25（日）西東京ブロック講習会（八王子）

30（日）剣道教室 29（土）女子稽古会（立川）

22（土）剣道形強化稽古会（立川）

4（日）東京剣道祭（東武）

17（土）国体選手選考会（東武）

29（祝）御嶽神社奉納試合（青梅）【中止】

**（日）高体連春季大会／男子団体・女子団体（東武）

15（土）東京都女子年齢別剣道大会（東武）

15（土）西東京女子剣道選手権大会（八王子）

5（日）東京都青年大会・生涯スポーツ大会（東武）

10（土）全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会（奈良）

**（　）中体連７ブロック夏季大会：個人戦（八王子）

**（　）東京都官公庁剣道大会（東武）

**（　）高体連インターハイ団体予選（東武）

10・17（土）東京都中学校総合体育大会剣道大会（八王子）

5（土）都道府県対抗大会予選会（東武）

**（　）中体連７ブロック秋季大会（町田）

**（　）東京学連剣友剣道大会（東武）

3（火）全国高等学校定時制通信制剣道大会（奈良）

7（日）東京都中体連秋季剣道大会新人戦（東武）

13（土）・14（日）全国青年剣道大会（東京）

5（日）全日本東西対抗剣道大会（大分）

**（日）北多摩剣道大会（小平）

19（土）東京都剣道大会（東武）

**（　）東京都高体連新人戦大会（東武）

4（土）東京都形剣道大会（東武）

12（日）東京都市町村総合体育大会（東久留米）

7（土）・8（日）関東中学校剣道大会（群馬）

**（　）東京武道館杯（東武）

**（　）中体連７ブロック夏季大会：団体戦（稲城）

1（日）剣道登録審査要員等研修会（新宿）

6（日）西東京ブロック講習会（八王子）

**（　）事務担当者会議【書面】

11（祝）立切請願試合（調布）

2（土）～4（月）国民体育大会（三重）

30（日）剣道教室

20（日）東京都少年剣道大会（東武）

26（土）女子稽古会（立川）

13（日）剣道場

**（　）西東京稽古会（町田）

20（日）剣道場

6（日）剣道場

20（日）剣道場

28（日）剣道教室

19（日）納め合同稽古会 5（日）剣道場

9（日）始め合同稽古会

20（日） 理事会

27（日）剣道教室

12（日）後期二級以下審査会

3（日）剣道場

20（土）四・五段審査会（東武）

13（土）七段審査会（愛知）

16（日）剣道場

令
和
３
年
度
　
剣
道
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ン
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9（日）剣道場

19（日）剣道場

4（日）前期二級以下審査会

6（日）審判講習会

20（日）ウエルネスアリーナ（スポーツ大会後）

1（日）剣道場

23（日）剣道形・審判講習会

30（日）スポーツ大会抽選会

20（日）スポーツ大会（剣道競技）

2（日）剣道場

13（日）剣道場

9（日）剣道場

**（　）西東京稽古会（小平）【中止】

17（土）剣道形強化稽古会（立川）

27（日）剣道教室（木刀による剣道基本技稽古法）

27（日）女子審判講習会（三鷹）

18（日）剣道場

29（日）剣道教室

19（日）理事会

25（日）剣道教室

7（土）七段審査会（福岡）

31（土）女子稽古会（立川）

8（日）六段審査会（福岡）

24（日）剣道教室

19（日）西東京稽古会（武蔵野）

16（土）男子稽古会（立川）


