
【剣友会事業】

No 事業・教室名 参加人数

1 理事会

2 春季剣道合宿

3 剣友会総会

4 第92回級位審査会

5 剣道スポーツ教室

6 剣道スポーツ教室

7 剣道スポーツ教室

8 剣道スポーツ教室

9 部内試合兼審判講習会

10 近隣地区剣道錬成大会兼審判講習会

11 武道交流会

12 剣道スポーツ教室

13 第31回夏季剣道合宿

14 剣道スポーツ教室

15 剣道スポーツ教室

16 剣道スポーツ教室

17 暑中稽古

18 剣道スポーツ教室

19 市体育大会前日準備

20 第16回西東京市体育大会剣道大会

21 指導者講習会

22 剣道スポーツ教室

23 剣道スポーツ教室

24 バ－ベキュ－大会

25 剣道スポーツ教室

26 第93回級位審査会

27 部内試合兼審判講習会

28 剣道スポーツ教室

29 寒稽古

30 剣道スポーツ教室

31 新年稽古始め

32 鏡開き

33 剣道スポーツ教室

34 一級審査会

35 剣道スポーツ教室

36 剣友会剣道大会前日準備

37 第14回西東京市剣友会剣道大会

開催日時 会場 内容

4月8日（日） 長岡屋 理事

４月14日(土）15日（日） 埼玉県寄居町 一般

4月22日（日） スポーツセンター会議室 9：15　開会

〃 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 9級～2級審査会

4月29日(土・祝） 〃 初心者講習会

5月6日(日） 〃 初心者講習会

5月20日(日） 〃 初心者講習会

6月9日（土） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会

9月2日（日） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

6月23日（土） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一 小学生・一般

7月1日(日） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

7月14日（土）～16日(月） 山中湖村 小・中・一般・保護者会

7月29日（日） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

8月5日（日） 〃 初心者講習会

8月19日（日） 〃 初心者講習会

8月21日（火）～25日(土） 東伏見小 小・中・一般

11月 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

9月15日（土） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一 一般・保護者会

9月16日（日） 〃 小・中・一般・関係団体・保護者会

9月22日（土） 東伏見小 少年指導者

9月30日（日） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

10月 〃 初心者講習会

10月6日（土） 西東京市いこいの森 小・中・一般・保護者会

2月 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

12月25日（火）～29日(土） 東伏見小 小・中・一般

11月11日（日） 〃 9級～2級審査会

12月 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

1月 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

1月2日（水） 〃 小・中・一般

1月13日（日） 東伏見小 小・中・一般・保護者会

2月17日（日） きらっと 一級審査会

3月 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

3月16日（土） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一 一般・保護者会

3月17日（日） 〃 小・中・一般・関連団体・保護者会
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6月3日(日） 〃 初心者講習会

6月24日（日） 市民総合体育館 小・中・一般

12月8日（土） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会



【対外試合】

No 事業・教室名 参加人数

38 東京剣道祭 19

39 西東京女子選手権・優勝大会

40 第7回武蔵御嶽神社奉納剣道大会 5

41 全日本演武会 13

42 第66回東京都民体育大会剣道大会 5

43 都道府県対抗女子剣道大会予選 4

44 女子年齢別大会 4

45
所沢市近郊スポーツ少年団招待剣道大会兼
7回阿部杯記念争奪剣道大会

46 山岡鐡舟先生顕彰第１3回少年剣道錬成大会

47 昭武館剣道大会

48 西東京剣道選手権

49 東京都女子剣道選手権

50 全日本少年少女武道練成大会

51 全日本少年少女武道練成大会

52 第49回市町村剣道大会

53 第20回東洋大学京北杯親善剣道大会

54 第57回東京霞剣友会少年剣道大会

55 第50回巣鴨学園少年剣道大会

56 第45回毛呂山青少年剣道大会

57 東京都剣道選手権

58 東京都青年剣道大会

59 都民生涯スポーツ大会

60
第35回国士舘学長杯争奪ちびっ子少年少女剣道
大会

61 第3回桜木杯争奪松井剣志会少年剣道錬成大会

62 形剣道大会 西東京予選会

63 東京都シニア大会

64
日高市長杯・ママさん剣道大会及び剣友会対抗剣道大
会

65 第53回西東京剣道連盟剣道大会

66 第37回片山剣友会招待親善試合

67 第17回彩の国清虔杯剣道大会

68 北多摩剣道大会

69 第10回東京都形剣道大会

70 第7回JPグループ少年少女剣道大会

71 東日本武陽旗少年剣道大会

72 東京都少年剣道大会

73 第50回上平井剣友会剣道大会

74 第44回幸武館剣道大会

開催日時 会場 内容

4月1日（日） 東京武道館 女子五段・男子六段以上

一般（女）

5月26日(土） 東京武道館

〃 日本武道館 小学生　審判

7月1日（日） 武蔵村山市 一般（男）

4月15日（日） 昭島市総合スポーツセンター 一般（女）

4月29日（日・祝） 御嶽神社 中学生以上

一般（女）

7月 昭武館 一般（男女）

所沢市民武道館 小・中・一般

6月 台東区立忍岡中学校 小・中学生

5月2日（水）～6日(土） 〃 錬士六段以上

5月13日(日） 東京武道館 一般（男）

5月

〃 〃

武蔵村山市 一般（男女）

9月2日（日） 東京武道館 一般（男）

7月21日(土） 東京武道館 一般（女）

9月1日（土） 東京武道館 一般（男）

〃 巣鴨学園 小・中学生

7月22日（日） 日本武道館 審判

〃

9月2日（日） 〃 一般（女）

9月 京北学園 小学生

〃 青梅第三中学校 小・中学生

〃 毛呂山総合公園体育館 小・中学生

12月24日（月・祝） 東京武道館

〃 所沢市民武道館 小学生

10月8日（月・祝） 昭島市 一般

10月 国士舘大学体育館 小・中学生

12月 新座市民総合体育館 小・中学生

〃 越谷市民総合体育館 小・中学生

12月16日（日） ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一 一般（男女）

10月25日（水） 東京武道館 一般（高齢者）

11月4日（日） エスフォルタアリーナ八王子 小・中・一般（男）

11月 日高市武蔵台小学校 小・中・一般

小・中学生

〃 入間市武道館 小・中学生

3月9日（土） 東京武道館 小・中学生

2月 中央郵政研修センター体育館 小・中学生

〃
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一般（男女）

駿河台大学 小・中学生

3月 葛飾区立新小岩学園



No 事業・教室名 参加人数

75 四五段審査会 2

76 六段審査会

77 七段審査会

78 八段審査会 2

79 七段審査会 1

80 六段審査会 2

81 三段以下審査会

82 指導者講習会

83 七段審査会

84 六段審査会

85 七段審査会

86 六段審査会

87 四五段審査会

88 七段審査会

89 六段審査会

90 三段以下審査会

91 六段審査会

92 七段審査会

93 八段審査会

94 西東京剣道連盟新年祝賀会

95 指導者講習会

96 四五段審査会

事業・教室名 参加人数

通常稽古会

　日曜稽古　保谷地区

　日曜稽古　新町地区

　月曜稽古　田無地区

　水曜稽古　保谷地区

　木曜稽古　田無地区

　土曜稽古　保谷地区

　土曜稽古　谷戸地区

毎週木曜日　18：00～20：30　　市民会館地下道場

5月1日（火）2日（水） 〃 一般

5月12日(土） 名古屋市 一般

6月23日（土）

内容

4月21日（土） 東京武道館 一般

5月13日(日） 名古屋市 一般

4月29日（日・祝） 京都市 一般

4月30日（月・祝） 〃 一般

開催日時 会場

一般

8月25日（土） 福岡市 一般

8月26日（日） 福岡市 一般

7月29日(日) 〃 五六七段

〃 東京武道館 一般

11月17日（土） 東京武道館 一般

〃 名古屋市 一般

一般

11月18日（日） 名古屋市 一般

11月23日（金・祝） エスフォルタアリーナ八王子 13歳以上

一般

1月14日（月・祝） 立川市 正副会長他

エスフォルタアリーナ八王子 13歳以上

11月29日（木）30日（金） 日本武道館 一般

2月10日（日） 八王子市冨士森体育館 五六七段

11月24日（土） 〃

11月27日（火）28日（水） 東京武道館

8月18日（土） 青森市 一般

8月19日（日） 青森市

開催日時 会場 内容

※開催場所・時間は変更になることがあります

以下余白

【稽古場所】

毎週土曜日　17：30～19：00　　　東伏見小体育館

毎週土曜日　17：15～19：00　　　谷戸第２小体育館

毎週日曜日　9：00～12：00　スポーツセンター第２体育室

毎週日曜日　8：30～10：00/16：00～18：00　保谷第２小体育館

毎週月曜日　18：00～20：30　　きらっと体育館         

毎週水曜日　19：00～20：30　　明保中トレーニング室
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【審査会等】


