
日 項　　目 場　所 日 項　　目 場　所

6～7 中央講習会　受講者派遣 東京都 6～7 第48回剣道東・西日本中央講習会 東京都・兵庫県

7 公認審判講習会 上越 13 剣道、居合道、杖道称号「教士」筆記試験 東京都・神戸市・福岡市

監査会 新潟市 21 第15回全日本選抜剣道八段優勝大会 名古屋市

13 公認審判講習会 中越地区 29 第61回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 大阪市

21 県連定例理事会 新潟市 29 剣道六段審査会 京都市

28 三条杯剣道大会 三条市 30 剣道七段審査会 京都市

28 全剣連事務局長会議 大阪府
29 第61回全日本都道府県対抗剣道優勝大会　選手派遣 大阪府

12 公認審判講習会 新潟市 1～2 剣道八段審査会 京都市

19 第46回謙信公祭剣道大会 栃尾 2～5 第109回全日本剣道演武大会 京都市
22～26 第51回中堅剣士講習会　受講者派遣 奈良市 3 居合道称号（範士・教士・錬士）・八段審査会 京都市

3 杖道称号（範士・教士・錬士）・八段審査会 京都市

26 県連定例総会 新潟市 6 剣道称号（範士・教士・錬士）審査会 京都市
11 剣道七段審査会 名古屋市
12 剣道六段審査会 名古屋市
18 第18回剣道女子審判講習会 兵庫県

22～26 第51回剣道中堅剣士講習会 奈良市
25 第36回剣道社会体育指導員講習会（中級更新） 東京都
26 第60回剣道社会体育指導員講習会（初級更新） 東京都

新潟県高等学校総合体育大会剣道大会 高体連 1～2 第８回剣道女子審判法研修会 東京都

2 ねんりんピック 高齢剣 1 第22回杖道中央講習会 勝浦市

9 第42回県央少年少女剣道大会 吉田 3 第35回全日本高齢者武道大会 東京都

北信越総体 高体連 6～9 第22回剣道八段研修会 豊田市

16 昇段審査会（初段～   ) 新潟市 14 居合道七・六段審査会 北海道

16 第45回新発田剣道優勝大会 新発田市 15～16 第11回剣道講師要員（指導法）研修会 東京都

22 剣道女子講習会 上越 15～16 居合道地区講習会 北海道

23 新潟県女子剣道選手権大会兼全日本女子予選会 上越 21～23 第39回剣道社会体育指導員講習会（中級） 勝浦市

29 新潟県合同稽古会 下越会場 村上

7 公認審判講習会 新発田 5～7 第92回剣道社会体育指導員講習会（初級） 東京都
7～8 第28回剣道講師要員（審判法）研修会 勝浦市

7 第52回三県都市対抗剣道大会 糸魚川 12 居合道六・七段審査会 山口県

中越地区剣道大会 長岡 15 第5回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 東京都

15 第5回全日本都道府県対抗女子剣道選手権大会　選手派遣 東京都 27～28 平成25年度全日本少年少女武道（剣道）錬成大会 東京都
25～26 第52回新潟県中学校剣道大会 中体連 30 第48回全日本少年剣道錬成大会 東京都

居合道審査会 居合道 31 第38回全日本選抜少年剣道個人錬成大会 東京都

夏季特別講習会 上越市 2 杖道六・七段審査会 沖縄県

夏季特別講習会 阿賀野市 3～4 杖道地区講習会 沖縄県

夏季特別講習会 魚沼市 6 第60回全国高等学校剣道大会 佐賀市

4 昇段審査会（初段～五段） 上越市 12 第55回全国教職員剣道大会 和歌山市

4 昇段審査会（初段～四段） 阿賀野市 17 剣道七段審査会 山形市

4 昇段審査会（初段～四段） 魚沼市 17～19 第43回全国中学校剣道大会 松浜市

6～7 北信越中学校剣道大会 17 剣道七段審査会 山形市

11 昇段審査会（初段～四段）   25   寺泊 三島
夏季特別講習会 新潟市 18 剣道六段審査会 山形市

12 昇段審査会（初段～五段） 新潟市 24 剣道七段審査会 香川県

平成25年度　事業計画実施細目

県 連 全 剣 連

4 月 4 月

5 月 5 月

6 月 6 月

7 月 7 月

8 月 8 月



県 連 全 剣 連

17～18 全中 静岡県 25 剣道六段審査会 香川県・北海道

17 県連理事会 新潟市 29～1 剣道選抜特別訓練講習会 大津市

18 第38回新潟県少年少女剣道大会 新潟市 31～1 第40回居合道中央講習会 京都市
24～25 北信越国民体育大会 福井県

日 項　　目 場　所 日 項　　目 場　所

1 第61回全日本剣道連盟選手権大会新潟県予選会 8 第52回全日本女子剣道 兵庫県

第42回高段者選手権大会（主管：　　） 15 第59回全日本東西対抗剣道大会 山梨県

7 北信越合同稽古会兼新潟県合同稽古会 上越会場 上越市 15 第8回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 大阪市

8 昇段審査会（県警、初段～四段） 警察 29～1 第68回国民体育大会剣道大会 東京都

8 第52回全日本女子剣道 兵庫県
15 第60回中山博道旗争奪剣道大会 分水
15 第8回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会　選手派遣 大阪市
16 第55回新潟・福島親善剣道大会 新潟市
23 第31回角田山杯争奪剣道大会 西蒲
29 第61回新潟県剣道大会 小千谷

第24回西地区剣道大会 新潟市 6 第40回全日本杖道大会 北海道

第68回国民体育大会 剣道大会 選手派遣 東京都 12 第48回全日本居合道大会 大分県

19 全剣連後援　審査員講習会 新潟市
20 全剣連後援　指導者講習会 新潟市
新潟県居合道大会

26 壮年剣道大会

3 第61回全日本剣道選手権大会　選手派遣 東京 3 第61回全日本剣道選手権大会 東京都

3 昇段審査会（初段～五段） 三条 10 剣道・居合道・杖道　称号「教士」筆記試験 北海道・東京都

3 昇段審査会（初段～四段） 佐渡 愛知県・兵庫県・福岡県

10 昇段審査会（初段～四段） 新潟 16 剣道七段審査会 名古屋市

23 第53回新潟県実業団大会 新潟市 16 居合道六・七段審査会 東京都

新潟県警察柔剣道大会 17 剣道六段審査会 名古屋市

24 第22回新潟県中学校選抜剣道大会 25 剣道・居合道・杖道　称号「教士・錬士」審査会 東京都

第58回小須戸剣道大会 25 剣道六段審査会 東京都

第35回BSN高等学校剣道大会兼 26 剣道七段審査会 東京都

全国高等学校選抜剣道大会一次予選会 27～8 剣道八段審査会 東京都

新潟県居合道部会稽古会 6～8 第40回剣道社会体育指導員講習会（中級） 大阪市

15 昇段審査会（初段～五段） 長岡 14～15 第29回剣道講師要員（審判法）研修会 勝浦市

15 昇段審査会（初段～四段） 新発田 20～23 剣道選抜特別訓練講習会 東京都

22 県連定例理事会 新潟市

2 県内各地　初稽古

11 第42回建国記念剣道大会 新潟市
23 昇段審査会（初段～四段） 新津
第14回日本剣道形大会

2 都道府県予選会 長岡
9 国体予選会 長岡
15 六七八段講習会 新潟市
16 新潟県合同稽古会 新潟会場 新潟市
21 第58回白根剣道大会 白根
24 第34回飛燕旗争奪剣道大会 燕市
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