
平成31年4月11日

神奈川県剣道連盟

備考　場所欄の「 武 」は県立武道館

月 日 行 事 名 場 所

21(日) 神奈川県学生剣道連盟錬成会 鶴見大学
21(日) 第２３回戸塚区剣道錬成大会 戸塚スポーツセンター
27(土) 第１回神奈川県中体連剣道強化練習会 海老名運動公園総合体育館
28(日) 第１３回中区春季錬成大会 中スポーツセンター
1(水･祝) 第２回神奈川県中体連剣道強化練習会 平塚総合体育館

2(木･休)～3(金･祝) 第６６回関東高校剣道大会県予選（男女個人） 小田原アリーナ
3(金･祝) 第２０回鶴見区小・中学生剣道大会 鶴見スポーツセンター
3(金･祝) 第６６回神奈川区民剣道大会 神奈川スポーツセンター
5(日･祝) 第４７回港北区剣道大会（春季） 武
11(土) 第６６回関東高校剣道大会県予選（女子団体） とどろきアリーナ
12(日) 第６６回関東高校剣道大会県予選（男子団体） とどろきアリーナ
19(日) 第５０回瀬谷区民剣道大会 南瀬谷中学校
25(土) 神奈川県中体連指導者講習会 川崎市立稲田中学校
25(土) 第６６回全国高校総体県予選（男女個人） 海老名総合体育館
26(日) 第３４回神奈川県道場少年剣道大会 寒川総合体育館
26(日) 第４０回海老名市少年少女スポーツ大会（剣道） 海老名運動公園総合体育館
2(日) 第２６回青葉区民春季剣道大会 青葉スポーツセンター
2(日) 第４５回津久井剣道選手権大会 中野小学校体育館
2(日) 第５６回春季磯子区小学生剣道錬成大会 磯子スポーツセンター
2(日) 平成３１年度旭区小中学生剣道大会 産業技術短期大学
9(日) 第４０回平塚市剣道錬成大会 平塚総合体育館
9(日) 第４１回伊勢原市剣道連盟剣道大会 山王中学校
9(日) 第４８回座間市総合体育大会剣道競技の部 座間市立市民体育館
9(日) 第６４回春季神奈川県学生剣道選手権大会 神奈川大学（予定）
9(日) 第６５回相模原市民剣道選手権大会（小学生・一般） 相模原市立総合体育館
9(日) 第３３回中高生個人戦・第３８回一般団体戦剣道大会 小田原スポーツ会館
15(土) 県高校定時制春季剣道大会（全国定通予選） 秀英高校
16(日) 第３３回泉区剣道大会（個人戦） 中和田中学校体育館
16(日) 茅ヶ崎市民剣道大会 茅ヶ崎市体育館
16(日) 横浜市民・マスターズ剣道大会 武
22(土) 第６６回全国高校総体県予選（男子団体） 相模原北総合体育館
23(日) 第６２回南区春季剣道大会 南スポーツセンター
23(日) 第６６回全国高校総体県予選（女子団体） 南足柄市体育センター
30(日) 第１０回秦野市武道祭 秦野市総合体育館
30(日) 第２０回栄区少年少女剣道大会 栄スポーツセンター
30(日) 第３５回県央厚木剣道大会 愛川町第１号公園体育館

30(日) 第４８回神奈川県中学校選抜剣道大会(団体戦) とどろきアリーナ
30(日) 第６５回相模原市民剣道選手権大会（中・高校生） 相模原市立総合体育館
30(日) 第６６回横須賀剣道大会 西体育館
30(日) 第７４回国体神奈川県予選（少年男女） 横浜旭陵高校
30(日) 緑区区民剣道大会 緑スポーツセンター
7(日) 第４８回神奈川県中学校選抜剣道大会(個人戦) 大和スポーツセンター
13(土) 高体連全国強化練習会兼指導者研修会（男女団体） 川崎市立橘高校
15(月･祝) 第３回秦野市長杯　第２２回秦野市剣道選手権大会 秦野市総合体育館
15(月･祝) 第４１回綾瀬市総合スポーツ大会剣道競技 綾瀬市民スポーツセンター
15(月･祝) 第５０回大和市剣道選手権大会 大和スポーツセンター
15(月･祝) 第６０回横浜市中学校剣道大会(男女団体） 文化体育館
21(日) 川崎市制９５周年市民剣道選手権大会 とどろきアリーナ
21(日) 第６０回横浜市中学校剣道大会(男女個人） 武
21(日) 第７３回小田原市民総合体育大会剣道競技 小田原スポーツ会館
21(日) 横須賀小学生・家庭婦人・年代別剣道大会 西体育館
31(水) 第５８回神奈川県中学校剣道大会（女子個人・男子団体） 平塚総合体育館
1(木) 第５８回神奈川県中学校剣道大会（男子個人・女子団体） 平塚総合体育館

11(日･祝) 藤沢市民剣道大会 秩父宮記念体育館
18(日) 第４９回伊勢原市総体剣道競技 山王中学校
18(日) 第５０回港南区剣道大会 港南スポーツセンター
20(火) 神奈川県高等学校１年生錬成会 小田原アリーナ
25(日) 第１５回金沢区剣道大会 横浜中学校体育館
1(日) 神奈川県中体連指導者講習会 南足柄体育センター
1(日) 第２１回相模原市基本錬成剣道大会 相模原市立総合体育館
8(日) 第４４回中郡剣道大会 大磯小学校体育館
15(日) 第５０回旭区剣道大会 産業技術短期大学
16(月･祝) 第３５回中区民剣道大会 中スポーツセンター
22(日) 第４８回県剣道道場連盟剣道大会 鶴見大学体育館
23(月･祝) 川崎市剣道連盟創立６７回剣道大会 スポーツ・文化総合センター
23(月･祝) 第２０回都筑区剣道選手権大会 都筑スポーツセンター
29(日) 学校剣道連盟審判講習会 東海大学
29(日) 第５４回相模原市剣道連盟支部対抗剣道大会 相模原市立総合体育館
29(日) 第５９回横浜市中学校新人剣道大会（男子団体） 鶴見大学

五

月

30(日)
第４０回海老名市総合体育大会
　兼　第４７回海老名市剣道大会

海老名運動公園総合体育館

七

月

六

月

 ２０１９ 年度　神奈川県剣道連盟　行事予定表 （２）

県 下 支 部 ・ 学 校 関 連 行 事

四

月

13(土)
第６１回全国教職員剣道大会県予選会
第４１回神奈川県教職員剣道選手権大会
第３３回神奈川県女子教職員剣道選手権大会

横浜高校

八

月

11(日･祝)
第２３回横浜市小学生剣道錬成大会
　並びに弟３回横浜市東西対抗剣道大会

武

九

月
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 ２０１９ 年度　神奈川県剣道連盟　行事予定表 （２）

県 下 支 部 ・ 学 校 関 連 行 事

6(日) 第４２回津久井剣道大会 相模丘中学校体育館
6(日) 第４８回平塚市少年少女剣道大会 サンライフアリーナ
6(日) 第５０回瀬谷区剣道大会 瀬谷スポーツセンター
6(日) 茅ヶ崎市総合体育大会剣道競技の部 茅ヶ崎市総合体育館
13(日) 第５１回座間市少年少女剣道大会 座間市立市民体育館
14(月･祝) 第２６回青葉区民秋季剣道大会 青葉スポーツセンター
14(月･祝) 第３３回鶴見区少年少女剣道大会 鶴見スポーツセンター
19(土) 第５９回横浜市中学校新人剣道大会（女子団体） 東山田中学
20(日) 第１６回緑友杯争奪剣道大会 未定
20(日) 第３３回栄区区民剣道大会 栄スポーツセンター
20(日) 第３５回伊勢原市少年少女スポーツフェスティバル 市青少年センター
20(日) 第６４回秋季神奈川県学生剣道選手権大会 神奈川大学（予定）
20(日) 平成３１年金沢区総合体育大会剣道の部 金沢スポーツセンター
22(火･祝) 横浜市中体連剣道強化リーグ 未定
27(日) 第２０回泉区剣道大会（団体戦） 未定
27(日) 第３９回鎌倉・逗子・葉山地区青少年剣道錬成大会 鎌倉武道館
27(日) 第６４回三浦市民剣道大会 三浦潮風アリーナ

3(日･祝)～4(月･休) 第３回神奈川県中体連剣道強化練習会 鶴見大学

4(月･休) 第４１回綾瀬市市制記念剣道大会 綾瀬市民スポーツセンター
4(月･休) 第４７回港北区民剣道大会（秋季） 武
4(月･休) 第６２回南区秋季剣道大会 南スポーツセンター
4(月･休) 第９２回横須賀市民剣道大会 西体育館
10(日) 第６３回保土ケ谷区民剣道大会 保土ケ谷スポーツセンター
10(日) 平成３１年度厚木市剣道選手権大会 厚木市荻野運動公園体育館
17(日) 第３７回白井杯争奪剣道大会 相模原市立総合体育館

17(日) 第６１回大和市剣道大会 大和スポーツセンター
17(日) 第６６回高校新人剣道大会（男女団体） 秦野市総合体育館
23(土･祝) 緑区秋季剣道錬成大会 緑スポーツセンター
24(日) 川崎市民秋季総合体育剣道大会 スポーツ・文化総合センター
24(日) 第２６回藤沢市剣道錬成大会 秋葉台文化体育館
24(日) 第６３回戸塚区民剣道大会 戸塚高等学校(予定)
7(土) 第４回神奈川県中体連剣道強化練習会 海老名運動公園総合体育館
8(日) 第１９回飛鳥ライオンズ少年少女剣道大会 海老名運動公園総合体育館

8(日) 第３３回伊勢原市連盟少年少女剣道選手権大会 伊勢原市立武道館
14(土) 横浜市中体連剣道技術普及講習会 武
15(日) 神奈川県中体連個人選抜選考会 横須賀市立追浜中学校
15(日) 第６６回高校新人剣道大会（男女個人） 伊勢原総合体育館
15(日) 横須賀市紅白剣道大会 横須賀サブアリーナ
22(日) 第５６回鶴見区民剣道大会 鶴見大学
19(日) 第２９回全国高校選抜剣道大会県代表選考会（男子団体） 小田原アリーナ
25(土) 第２９回全国高校選抜剣道大会県代表選考会（女子団体） 海老名総合体育館
26(日) 第１回神奈川県中体連新人研修会 とどろきアリーナ
9(日) 第２回神奈川県中体連新人研修会 海老名運動公園総合体育館

11(火･祝) 第１３回県央えびな少年少女剣道オープン大会 海老名運動公園総合体育館
16(日) 高体連新人強化練習会 小田原アリーナ
16(日) 第４２回武相地区剣道大会 相模原市立北総合体育館
23(日･祝) 第４７回中郡剣道錬成大会 二宮町立体育館
23(日･祝) 第５０回四者対抗剣道大会 産業技術短期大学
8(日) 第３９回相模原市スポーツ少年団武道大会剣道の部 相模原市立総合体育館
8(日) 第６回平塚市剣道演武大会 平塚総合体育館
15(日) 第１２回保土ケ谷区小学生剣道錬成大会 ほどがや地区センター
15(日) 第２３回大森旗争奪剣道錬成大会 青野原中学校体育館
15(日) 第６５回県実業団剣道大会 武
15(日) 第９回厚木市小学生・中学生剣道演武大会 厚木市営南毛利スポーツセンター

20(金･祝) 綾瀬市小学生剣道錬成大会 綾瀬市民スポーツセンター
20(金･祝) 第２４回都筑区剣道大会 都筑スポーツセンター
20(金･祝) 第５回神奈川県中学校剣道強化練習会 横須賀アリーナ
22(日) 第３４回相模原市紅白剣道大会 相模原市立総合体育館
22(日) 第３回丹沢剣道祭　第９回秦野市青少年剣道祭 秦野市総合体育館
29(日) 第５９回西区民剣道大会 横浜市立老松中学校

三

月

十

月

十

一

月

3(日･祝)
第１３回北条剣道祭（第３８回少年少女個人戦剣道大会
 　第１７回一般段別個人戦剣道大会）

8(日)
第２４回座間市剣道選手権大会
第４４回守田杯剣道大会

座間市立市民体育館

一

月

二

月

十

二

月

小田原スポーツ会館

17(日)
第５７回秋季磯子区民剣道錬成大会
第４４回横浜磯子西ライオンズクラブ青少年錬成大会

IHI横浜体育館


