
期　　日 　　行　　　　　事　　　　　名 開催地 開　催　場　所

　4月22日(土) 令和4年度会計監査 仙台市 県剣道連盟事務所

　5月 7日(日) 役員会 仙台市 県剣道連盟事務所

　5月20日(土) 常任理事会,理事会,評議員会 仙台市 青葉体育館会議室

10月14日(土) 中間監査　　　 仙台市 県剣道連盟事務所

　11月19日(日) 役員会 仙台市 県剣道連盟事務所

　12月 2日(土) 常任理事会 利府町 グランディ21プール会議室

12月 9日(土) 理事会・専門委員長会議,事務局長会議 利府町 グランディ21プール会議室

2月 9日(金) 令和5年度 東北剣道連盟役員会 塩釜市 ホテルグランドパレス塩釜

3月 3日(日) 役員会　 仙台市 県剣道連盟事務所

　3月16日(土) 常任理事会　　　　　　　　　 利府町 グランディ21プール会議室

　3月24日(日) 理事会　　　　　　　　　　　 利府町 グランディ21プール会議室

  ②　主　催

期　　日 　　行　　　　　事　　　　　名 開催地 開　催　場　所

4月23日(日)
令和5年度第78回国民体育大会剣道競技
県予選会　（成年男子・成年女子の部）

仙台市 宮城県武道館

　5月21日(日) 第10回東日本少年剣道錬成大会 利府町 グランディ21

　5月28日(日)

第15回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
県予選会
第10回宮城県シニア団体対抗剣道大会
第16回宮城県シニア剣道大会

仙台市 宮城県武道館

6月 4日(日) 第51回宮城県居合道大会 松島町 松島町B＆G海洋センター

　7月 5日(水)
令和5年度第78回国民体育大会剣道競技
県予選会　(少年の部）

仙台市 宮城県武道館

7月17日(祝月)

第71回全日本剣道選手権大会県予選会
兼第70回宮城県剣道選手権大会
第62回全日本女子剣道選手権大会県予選会
兼第40回宮城県女子剣道選手権大会

大郷町 フラップ大郷21

　8月27日(日) 令和5年度宮城県民体育大会(剣道競技会) 大崎市 田尻総合体育館

　9月17日(日)
第69回宮城県市郡対抗剣道大会
第40回宮城県女子団体対抗剣道大会

加美町 中新田体育館

10月22日(日) 第31回宮城県小学生学年別個人選抜剣道大会 登米市 なかだアリーナ

　1月28日(日)
第71回全日本都道府県対抗剣道優勝大会
県予選会

仙台市 宮城県武道館

　2月18日(日) 第35回宮城県剣道段別優勝大会 仙台市 宮城県武道館

 ③　主　　管

期　　日 　　行　　　　　事　　　　　名 開催地 開　催　場　所

　6月11日(日) 第2回東北地区合同稽古会　　　　　      名取市 名取市民体育館

　9月24日(日) 第51回東北居合道大会 岩沼市 岩沼市総合体育館

10月28日(土) 東北地区合同女子稽古会　       加美町 中新田体育館

　2月10日(土) 第36回東北高等学校剣道選抜優勝大会　　 塩釜市 塩釜ガス体育館

　①　会　議



④　後　　援　　

期　　日 　　行　　　　　事　　　　　名 開催地 開　催　場　所

　 5月14日(日) 第57回宮城県道場少年剣道大会 大崎市 田尻総合体育館

　5月28日(日)
第71回東北学生剣道選手権大会
第57回東北女子学生剣道選手権大会

塩竈市 塩釜ガス体育館

6月 3日(土)
～ 5日(月)

第71回宮城県高校総合体育大会剣道大会 仙台市 青葉体育館

　7月 2日(日)
第2回宮城県道場小学生低学年剣道交流大会
第40回宮城県道場対抗剣道大会

栗原市 栗駒総合体育館

 7月22日(土)
～24日(月)

第71回宮城県中学校総合体育大会剣道競技 大崎市 田尻総合体育館

9月10日(日)
第71回東北学生剣道優勝大会
第49回東北女子学生剣道優勝大会

塩竈市 塩釜ガス体育館

9月18日(祝月) 第34回宮城県剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団錬成交流大会 岩沼市 岩沼市総合体育館

  　10月 8日(日) 第54回東北実業団団体・個人剣道大会 加美町 中新田体育館

11月10日(金)
～12日(日)

第69回宮城県高等学校新人剣道大会 名取市 名取市民体育館

11月23日(祝木)
第46回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会
宮城県予選会

岩沼市 岩沼市総合体育館

11月25日(土)
～26日(日)

宮城県中学校新人剣道選抜大会 大崎市 田尻総合体育館

12月 2日(土)
～ 3日(日)

第2回東北学生剣道新人大会 名取市 名取市民体育館

　 2月 4日(日)
第46回宮城県高等学校剣道選手権
第36回宮城県中学校剣道選手権

名取市 名取市民体育館

　3月 3日(日)
令和5年度塩竈神社奉納河北杯・水野忠範士
杯争奪第40回宮城県少年剣道新人大会

塩竈市 塩釜ガス体育館

⑤　派　　遣

期　　日 　　行　　　　　事　　　　　名 開催地 開　催　場　所

4月 日(土)
～ 日(日)

第58回中央講習会 神戸市 神戸市立中央体育館

4月 9日(日) 第1回東北地区合同稽古会　 　　　 花巻市 花巻市総合体育館

　　4月29日(祝土) 第71回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 大阪府 エディオンアリーナ大阪

5月13日(土)
～14日(日)

全剣連ブロック別講師要員講習会 (審判法) 山形県

5月20日(土)
～21日(日)

第25回東北地区杖道講習会       山形県 山形県総合運動公園

6月 9日(金)
～11日(日)

第61回中堅剣士講習会 奈良市 中央武道館

7月 2日(日) 第64回東北・北海道対抗剣道大会  　 秋田市 秋田県立武道館

　　7月 9日(日) 第15回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 東京都 日本武道館

8月19日(土) 第50回東北総合体育大会   岩手県 二戸市総合体育館

　9月 2日(土) 第3回東北地区合同稽古会　 山形県  山形市総合スポーツセンター

　　9月 3日(日) 第62回全日本女子剣道選手権大会 奈良県 ジェイテクトアリーナ奈良

9月 9日(土)
～ 10日(日)

令和5年度東日本剣道錬成大会 茨城県 水戸市

　　9月10日(日) 全剣連ブロック別講師要員研修会(指導法) 福島県

　　9月17日(日) 第18回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 大阪府 おおきにアリーナ舞洲



10月 8日(日)
～10日(火)

特別国民体育大会 鹿児島県 霧島市牧園アリーナ

10月15日(日) 第50回全日本杖道大会 神奈川県 横浜武道館

　10月21日(土) 第58回全日本居合道大会 東京都 東京武道館

10月28日(土)
～31日(火)

第35回全国福祉祭剣道交流会「ねんりんピック」 愛媛県松山市 愛媛県武道館

　11月3日(祝･金) 第71回全日本剣道選手権大会 東京都 日本武道館

12月23日(土)
～ 24日(日)

全剣連ブロック別骨太講習会 秋田市

⑥　その他

期　　日 　　行　　　　　事　　　　　名 開催地 開　催　場　所

 6月24日(土)
～25日(日)

第68回東北高等学校剣道選手権大会
第54回東北高等学校女子剣道選手権大会

秋田県 秋田県立武道館

 7月27日(木)
～28日(金)

第57回全国道場少年剣道大会 東京都 日本武道館

8月 3日(金)
～ 6日(月)

令和5年度全国高等学校総合体育大会剣道大
会　第70回全国高等学校剣道大会

北海道

8月 1日(火)
～ 3日(木)

令和5年度東北中学校体育大会
第47回東北中学校剣道大会

秋田県 秋田県立武道館

　8月10日(木) 第65回全国教職員剣道大会　     島根県

 8月18日(金)
～20日(日)

第53回全国中学校剣道大会 愛媛県 愛媛県武道館

　9月24日(日) 第69回全日本東西対抗剣道大会 沖縄県

10月15日(日)
第39回全国道場対抗剣道大会
第39回全国道場少年剣道選手権大会

埼玉県 埼玉県立武道館

 3月29日(金)
～31日(日)

第46回全国スポーツ少年団剣道交流大会 群馬県

 3月26日(月)
～27日(火)

第33回全国高等学校剣道選抜大会 愛知県 春日井市総合体育館



⑦　県内講習会・強化稽古会等

期　　日 　　行　　　　　事　　　　　名 開催地 開　催　場　所

4月15日(土) 審査員研修会　 仙台市 宮城県武道館

4月22日(土) 剣道講習会（審判法) 三段～七段 仙台市 宮城県武道館

6月17日(土) 第1回ジュニア強化講習会 仙台市 宮城県武道館

　6月25日(日) 剣道講習会 (指導法) 仙台市 宮城県武道館

8月12日(土) 第2回ジュニア強化講習会 仙台市 宮城県武道館

9月24日(日) 六・七段受審者講習会 仙台市 宮城県武道館

　10月20日(金) 武道等指導充実・資質向上授業協力者養成講習会 東松島市 鳴瀬未来中学校

10月21日(土) 八段受審者講習会　　            

11月11日(土)
～12日(日)

令和5年度地域社会剣道指導者研修会 仙台市 宮城県武道館

　12月17日(日) 第18回宮城県少年剣道講習会 名取市 名取市民体育館

　12月23日(土) 四段・五段受審者講習会 仙台市 宮城県武道館

　1月21日(日) 日本剣道形講習会 仙台市 仙台市武道館

　3月17日(日) 第3回ジュニア強化講習会 仙台市 宮城県武道館

⑧　月例稽古会

期　　日 担　当　地　区 時　　間 開　催　場　所

　4月16日(日) 気仙沼地区　                   10:00～11:30 歌津中学校体育館

　5月27日(土) 仙台地区（担当　太白区）　     10:00～11:30 宮城県武道館

　6月 3日(土) 仙南地区(担当　名取) 10:00～11:30 名取市民体育館

　7月16日(日) 栗原・登米地区（担当　栗原） 10:00～11:30

　8月 6日(日) 大崎地区 10:00～11:30 岩出山体育センター

　9月  日(  ) 石巻地区　　　　　 10:00～11:30

10月 8日(日) 仙台地区(担当　青葉区） 10:00～11:30

11月19日(日) 仙南地区（担当　柴田） 10:00～11:30

12月24日(日) 塩竈地区 10:00～11:30 塩釜ガス体育館

　1月14日(日) 仙台地区(担当　宮城野区） 10:00～11:30 仙台市武道館

　2月25日(日) 仙台地区(担当　泉区） 10:00～11:30 仙台市武道館

　3月10日(日) 仙台地区(担当　若林区）　　　　　 10:00～11:30 仙台市武道館

  ⑨　火曜稽古会　毎週火曜日　１８：３０～１９：３０　　宮城県武道館



期　　日 時　　　　　　　間

　4月16日(日) 15：00～17：00

　5月 7日(日) 15：00～17：00

　6月11日(日) 15：00～17：00

　7月30日(日) 15：00～17：00

　8月13日(日) 15：00～17：00

　9月16日(土) 15：00～17：00

　10月15日(日) 15：00～17：00

　11月19日(日) 15：00～17：00

　12月　日(日) 15：00～17：00

　1月　日(日) 15：00～17：00

　2月　日(日) 15：00～17：00

　3月　日(日) 15：00～17：00

期　　日 時　　　　　　　間

　4月16日(日) 10：00～11：30

　7月 1日(土) 10：00～11：30

　10月28日(土) 14：00～16：00

　11月25日(土) 10：00～11：30

　3月17日(日) 10：00～11：30

塩釜ガス体育館　サブアリーナ

塩釜ガス体育館　サブアリーナ

　⑩　生涯剣道稽古会

会　　　　　場

塩釜ガス体育館　サブアリーナ

塩釜ガス体育館　サブアリーナ

塩釜ガス体育館　サブアリーナ

　　⑪　女子稽古会

高清水体育センター（栗原市）

塩釜ガス体育館　サブアリーナ

塩釜ガス体育館　サブアリーナ

仙台市武道館

会　　　　　場

宮城県武道館

三本木総合体育館

亘理町B＆G海洋センター

泉武道館

泉武道館

泉武道館

泉武道館

中新田体育館
(東北地区合同女子稽古会)



⑫　県内段位審査会

期　　日 　　市　　　・　　　　郡 時　　間 開　催　場　所

　5月13日(土) ４・５段審査　大崎地区　　　　　　　 10:00 岩出山体育センター

　7月 8日(土) ※本吉・気仙沼地区　　　 　(担当　本吉)　 10:00 歌津中学校体育館

7月25日(火) 宮城県警察　　　　　　　 　(警察官のみ）　　　　　　　     　14:00 宮城県警察学校

7月29日(土) 仙台地区 10:00 仙台市武道館

　8月26日(土) 仙台地区 10:00 仙台市武道館

　9月 3日(日) ４・５段審査 9:30 宮城県武道館

10月 1日(日) 塩竈地区 9:30 塩釜ガス体育館

10月 7日(土) 大崎地区　 9:30 岩出山体育センター

11月 4日(土) 仙台地区 9:30 仙台市武道館

11月 5日(日) ４・５段審査　仙南地区 　 （担当　岩沼）　　　　　　　9:30

11月18日(土) 名取・岩沼・※亘理地区　　 (担当　亘理)　　 9:30

12月 3日(日) 石巻地区　 9:30 河北総合センター

12月10日(日) ※登米・栗原地区　　　    （担当　登米） 9:30

12月16日(土) 仙台地区 9:30 仙台市武道館

１月20日(土) 柴田・角田・※伊具・白刈  （担当　伊具） 9:30

　2月17日(土) 仙台地区 9:30 仙台市武道館

　3月 7日(木) 宮城県警察　　　　　　　 　(警察官のみ） 14:00 宮城県警察学校

　3月 9日(土) ４・５段審査 9:30 宮城県武道館

　　　　　２　会場となる市郡剣道連盟は１ヶ月前に県連事務局あてに申請書を提出して下さい。　

　　　　　３　※印は、２～４市郡剣連合同審査の当番市郡剣連です。

　　　註）１　多少日時の変更があるかもしれません。


