
■平成30年度事業計画

4/7 (土) 審判研修会 県⽴武道館 4/1 (日) ⻄⽇本中央講習会（3/31-4/1） 神⼾市

4/7 (土) 中央審査受審者研修会 県⽴武道館 4/7 (土) 教士称号筆記試験 神⼾市他

4/7 (土) 中四国合同稽古会 広島市 4/15 (日) 全日本選抜八段優勝大会 愛知県

4/8 (日) 伝達講習会 県⽴武道館 4/28 (土) 全国事務担当者会議 大阪市

4/15 (日) 国体島根県予選会（成年） 県⽴武道館 4/29 (日) 全日本都道府県対抗優勝大会 大阪市

4/21 (土) 中国高校選手権島根予選（21-22） 県⽴体育館 4/29 (日) 六段審査会 京都市

4/30 (月) 島根県教職員大会 大社高校 4/30 (月) 七段審査会 京都市

5/13 (日) 職域剣道大会 大田市体育館 5/1 (火) 八段審査会（1-2） 京都市

5/13 (日) 四五段統一審査会 大田市体育館 5/2 (水) 全日本演武大会（2-5） 京都市

5/20 (日) シルバー交流⼤会 サンライフ松江 5/6 (日) 称号審査会 京都市

5/20 (日) 中四国学生選手権大会 愛媛武道館 5/12 (土) 七段審査会 名古屋市

5/27 (日) 島根県常任理事会 県⽴武道館 5/19 (土) ⼥⼦審判講習会（19-20） 千葉県

5/13 (日) 六段審査会 名古屋市

6/1 (⾦) 島根県高校総体（1-2） 浜山体育館 6/4 (月) 全日本高齢者武道大会 東京都

6/2 (土) ⻄⽇本学⽣⼤会（2-3） 福岡市 6/9 (土) ⼥⼦審判法研修会（9-10） 千葉県

6/10 (日) 中国五県大会 広島県 6/13 (水) 中堅剣士講習会（13-17） 奈良市

6/15 (⾦) 中国高校選手権大会（15-17） 山口県下関市 6/16 (土) 社会体育指導員講習会（初級更新） 東京都

6/16 (土) 中四国合同稽古会 愛媛武道館 6/17 (日) 社会体育指導員講習会（中上級更新） 東京都

6/16 (土) 島根県道場連盟少年⼤会 松江市総合体育館

6/23 (土) ⼥⼦研修会 県⽴武道館

6/24 (日) 島根県理事会・祝賀会 松江市

7/1 (日) 島根県少年武道⼤会 県⽴武道館 7/7 (土) 全日本学生選手権大会（7-8） 東京都

7/7 (土) 国体島根県予選会（少年） 大社高校 7/7 (土) 全⽇本学⽣東⻄対抗試合（7-8） 東京都

7/7 (土) 中四国合同稽古会 岡山武道館 7/8 (日) 全国教育系大学学生大会（8-11） 東京都

7/7 (土) 少年少⼥国体最終選考会 大社高校 7/14 (土) 全⽇本都道府県対抗⼥⼦優勝⼤会 東京都

7/8 (日) 全日本選手権島根県予選 斐川第一体育館 7/21 (土) 全⽇本少年少⼥武道錬成⼤会（21-22） 東京都

7/15 (日) 中央審査受審者研修会 松江市総合体育館 7/24 (火) ⽟⻯旗⾼校⼤会（24-29） 福岡市

7/15 (日) 日本剣道形研修会 松江市総合体育館 7/24 (火) 全国道場少年⼤会（24-25） 東京都

7/15 (日) 出雲部合同稽古会 松江市総合体育館 社会体育指導員講習会（初級，1-3） 東京都

7/16 (月) 高校生三段統一審査会 大社高校

7/22 (日) 島根県中学総体（22-23） ⿅島町体育館

中国管区内警察大会 広島市

8/8 (水) 中国中学生大会 浜山体育館 8/3 (⾦) 全国教職員大会 東京都

8/26 (日) 国体中国ブロック予選 山口県 8/6 (月) 全国高校定時制・通信制大会 東京都

島根県社会人優勝大会 県⽴武道館 8/9 (木) 全国高校大会（9-12） 三重県

8/18 (土) 七段審査会 ⻘森県

8/19 (日) 六段審査会 ⻘森県

8/22 (水) 全国中学校大会（22-24） 岡山県

8/22 (水) 全国高専大会（22-23） 久留⽶市

8/25 (土) 七段審査会 福岡県

8/26 (日) 六段審査会 福岡県

9/2 (日) 中四国合同稽古会 高松市 9/2 (日) 全⽇本東⻄対抗⼤会 宮城県

島根県・中国地区事業予定 全国事業予定



島根県・中国地区事業予定 全国事業予定

9/2 (日) 武道振興大会 県⽴武道館 9/3 (月) 全国健康福祉祭交流⼤会（3-6） 富山県

9/2 (日) 中四国学生優勝大会 岡山県 9/14 (⾦) 世界剣道選手権（14-16） 韓国

9/15 (土) 全剣連後援講習会（15-16） 県⽴武道館 9/16 (日) 全⽇本都道府県対抗少年優勝⼤会 大阪市

9/23 (日) ⽯⾒部合同稽古会 ⽯⾒武道館 9/17 (月) 全日本実業団大会 東京都

9/24 (月) 島根県段別選手権大会 浜山体育館 9/23 (日) 全国道場小中学生選手権大会 松山市

称号予備審査 9/23 (日) 全⽇本⼥⼦選⼿権⼤会 ⻑野県

9/30 (日) 国⺠体育⼤会（30-2） 福井県

10/8 (月) 島根県道場連盟錬成大会（個人） 松江市総合体育館 10/6 (土) ⼥⼦審判法研修会（6-7） 山口県

10/14 (日) 四五段統一審査会 県⽴武道館 10/28 (日) 全日本学生優勝大会 大阪市

10/14 (日) 島根県東⻄対抗⼤会 県⽴武道館

10/20 (土) 中四国合同稽古会 広島市

10/27 (土) 島根県高校選手権大会（27-28） 大田市体育館

松江地区合同稽古会 県⽴武道館

11/4 (日) 中央審査受審者研修会 県⽴武道館 11/3 (土) 全日本選手権大会 日本武道館

11/4 (日) 日本剣道形研修会 県⽴武道館 11/10 (土) 全国⻘年⼤会（10-11） 東京都

11/7 (水) 出雲地区中学新人大会 三刀屋アスパル 11/10 (土) 教士称号筆記試験 神⼾市他

11/13 (火) ⽯⾒地区中学新⼈⼤会 邑智中 11/11 (日) 全⽇本⼥⼦学⽣優勝⼤会 春日井市

11/17 (土) 七段審査会 名古屋市

11/18 (日) 六段審査会 名古屋市

11/24 (土) 六段審査会 東京都

11/27 (火) 七段審査会（27-28） 東京都

11/29 (木) 八段審査会（29-30） 東京都

12/1 (土) 中国地区連盟役員会 岡山市 12/1 (土) 全剣連剣道文化講演会 東京都

12/8 (土) 島根県実務担当者会議 松江市 12/15 (土) 全日本学生オープン大会（15-16） 石川県

12/9 (日) 中四国学生新人戦 広島県

12/10 (月) 中四国少年剣道錬成⼤会 倉敷市

12/15 (土) 島根県高校新人戦（15-16） 県⽴武道館

1/1 (火) 元日稽古会 各地区

1/12 (土) 高校生三段統一審査会 大社高校

1/20 (日) 島根県事務担当者会議 松江市

2/3 (日) ⽯⾒武道館少年⼤会 ⽯⾒武道館 2/23 (土) ⼥⼦指導法講習会('23-24） 兵庫県

2/9 (土) 中四国合同稽古会 岡山市

2/10 (日) 都道府県対抗大会島根県予選 県⽴武道館

2/24 (日) 島根県常任理事会 松江市

称号予備審査

3/16 (土) 中国高校新人大会（16-17） 廿日市市 3/19 (火) 全⽇本実業団⼥⼦⼤会 東京都

3/16 (土) 中四国合同稽古会 高知市 3/26 (火) 全国高校選抜大会（26-28） 愛知県

3/17 (日) 島根県理事会・祝賀会 松江市 3/27 (水) 全国スポーツ少年団交流⼤会（27-29） 山口県

3/24 (日) JR⻄⽇本少年錬成⼤会 松江総合体育館 3/29 (⾦) 魁星旗争奪全国高校大会（29-31） 秋田市

⼤⻄友次杯島根県少年⼤会 県⽴武道館 3/31 (日) 全国選抜少年錬成⼤会 ⽔⼾市


