
              和歌山県剣道連盟　　令和２年度行事計画  　
令和　２年７月６日 作成

月 日 曜日 関係団体 県　内　行　事 開催地 会　場　等 近　畿・全　国　行　事 会　場　等

３～５ 水～金 県高体連 県高校総合体育大会 和歌山市 ビッグホエール

５ 金 全剣連 居合道・六・七段審査会 上尾市

６～７ 土～日 全剣連 居合道・地区講習会 上尾市

６ 土 和剣連 第１２回県下剣道年齢別選手権大会・国体選手予選(選考)会（午前） 和歌山市 ビッグウエーブ武道場

７ 日 和剣連 第12回少年剣道選手権（第15回少年都道府県大会選考）小学生のみ 田辺市 田辺市体育センター

11～14 木～日 全剣連 剣道・５８回 中堅剣士講習会 奈良市

６月 １３ 土 県中体連 県中学校剣道選手権大会（春季大会） 湯浅町 湯浅スポーツセンター

１４ 日 和歌山支部 宮剣志舘創立５周年記念剣道大会 和歌山市 ビッグウエーブ

１４ 日 伊都支部 さつき女子剣道大会 橋本市 県立橋本体育館

２０ 土 和剣連 第18回和歌山県女子剣道選手権大会（59回全日本女子予選） 和歌山市 ビッグウエーブ武道場

20～21 土～日 高体連(剣連）第７５回国体剣道・少年最終予選会 和歌山市 松下体育館

２７ 土 和剣連 常任理事会　10：00～ 和歌山市 ビッグ愛２０１号室

２７ 土 有田支部 級位審査会（清水地区） 有田川町 旧 白馬中学校

２８ 日 杖道部 杖道伝達講習会 日高町 日高町武道館

３ 金 全剣連 居合道・六・七段審査会 那覇市

４～５ 土～日 全剣連 居合道・地区講習会 那覇市

５ 日 有田支部 有田郡少年剣道錬成大会 有田川町 未定

７月 ５ 日 県スポ少 第５１回和歌山県スポーツ少年団総合競技（剣道）大会 広川町 広川町民体育館

１２ 日 和剣連 第１２回県下剣道年齢別選手権大会・国体選手予選(選考)会 和歌山市 ビッグウエーブ武道場

１２ 日 新東支部 級位審査会 新宮市 佐野体育館

１２ 日 全剣連 １２回全日本都道府県対抗女子剣道大会 奈良県橿原市

18～19 土～日 近高連 ５８回近畿高等学校剣道大会 兵庫県姫路市

１９ 日 新東支部 スポーツ少年団交流大会予選会 新宮市 佐野体育館

１９ 日 那賀支部 級位審査会 粉河市 粉河体育館・武道館

２３ 月・祝 和剣連 第４７回和歌山県居合道大会 和歌山市 県立武道館

２５ 土 新東支部 スポーツ少年団交流大会予選会 新宮市 佐野体育館

２６ 日 和剣連 第18回和歌山県女子剣道選手権大会（59回全日本女子予選） 和歌山市 ビッグウエーブ武道場

25～26 土～日 県中体連 第７１回和歌山県中学校総合体育（剣道）大会 広川町 広川町民体育館

1～２ 土～日 京都府剣道連盟 全剣連講師派遣　杖道講習 京都市

2 日 和剣連 剣道・段位地方審査会（初～五段） 岩出市 岩出市総合体育館

２ 日 日高支部 日高地方青少年健全育成剣道錬成大会 日高町 日高町農改センター

６ 木 近畿中体連 ６９回近畿中学校剣道大会 兵庫県淡路島

６ 日 学剣連 ６２回 全国教職員剣道大会 花巻市

７ 金 全剣連 杖道・六・七・八段審査会 和歌山市 和歌山ビッグウエーブ武道場

８～９ 土～日 全剣連 杖道・地区講習会 和歌山市 和歌山ビッグホエール

９ 日 和剣連 第12回少年剣道選手権（第15回少年都道府県大会選考）小学生のみ 岩出市 岩出市総合体育館

９ 日 那賀支部 級位審査会 粉河市 粉河体育館・武道館

１２ 土 海南支部 スポーツ少年団交流大会予選会 海南市 海南第三中学校体育館

１６ 日 和剣連 第18回和歌山県剣道選手権大会（68回全日本予選） 岩出市 岩出総合体育館

15～18 土～火 全高体連 ６７回全国高等学校剣道大会 岡山市

20～22 木～土 全中体連 ５０回 全国中学校剣道大会 岐阜県

２１ 金 和剣連 専門委員長会議 和歌山市 和剣連事務所

２２ 土 全剣連 剣道・七段審査会 長野市

８月 ２３ 日 全剣連 剣道・六段審査会 長野市

２３ 日 近剣連 ７５回国体近畿ブロック大会 滋賀県守山市民体育館

２３ 日 和歌山支部 級位審査会 和歌山市 松下体育館

２３ 日 田辺支部 級位審査会 田辺市 田辺市体育センター

２３ 日 伊都支部 級位審査会 橋本市 学文路東体育館

２３ 日 和剣連 居合道・審査会 海南市 海南支部管内

29～30 土～日 全剣連 居合道中央講習会 京都市

２９ 土 全剣連 居合道八段審査会 京都市

３０ 日 全剣連 居合道七段・六段審査会 京都市

２９ 土 全剣連 剣道・七段審査会 福岡県

３０ 日 全剣連 剣道・六段審査会 福岡県

３０ 日 和剣連 第６３回県下剣道優勝大会 和歌山市 ビッグホエール
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６ 日 全剣連 ６６回 全日本東西対抗剣道大会 大分市

６ 日 居合道 （居合道伝達講習会） 有田管内

６ 日 那賀支部 那賀地方剣道錬成大会 岩出市 岩出市総合体育館

１２ 土 和剣連 常任理事会　１０：００～ 和歌山市 和剣連事務所

１３ 日 全剣連 ５９回 全日本女子剣道選手権大会 長野市

９月 １３ 日 大剣連 １５回全日本都道府県少年剣道優勝大会 大阪市舞洲アリーナ

１３ 日 杖道部 杖道・伝達講習会 和歌山市 河南体育館

１３ 日 新東支部 級位審査会 串本町 串本中学校体育館

１３ 日 居合道部 居合道・伝達講習会 海南市 海南支部管内

19～20 土～日 スポーツ財団ビッグホエール杯全国選抜剣道大会 和歌山市 ビッグホエール・ウエーブ

２０ 日 居合道部 指導者講習会 和歌山市 河南体育館

２０ 日 全道連 全国道場少年剣道選手権大会 島根県松江市

４～６ 日～火 全剣連 ７５回国民体育大会 鹿児島県霧島市

９ 金 和剣連 専門委員長会議（全剣連講習会） 和歌山市 和剣連事務所

１１ 日 和剣連 全剣連後援和歌山県剣道講習会 和歌山市 松下体育館

１１ 日 那賀支部 紀の川市剣道錬成大会 紀の川市 桃山体育館

10月 １１ 日 全剣連 ４７回全日本杖道大会 上尾市

１１ 日 海南支部 級位審査会 海南市 海南市立体育館

１１ 日 日高支部 級位審査会 美浜町 美浜町体育センター

１４ 水 全剣連 姫路市 剣道・六段審査会

１５ 木 全剣連 姫路市 剣道・七段審査会

１７ 土 全剣連 ５５回 全日本居合道大会 金沢市

１７ 土 有田支部 級位審査会 有田市 箕島高校格技場

１８ 日 全剣連後援 ６８回全日本学生剣道優勝大会（団体戦） 大阪市

１９ 月 全剣連 東京都 剣道・八段審査会 八王子市

２０ 火 全剣連 東京都 剣道・八段審査会 八王子市

２５ 日 和剣連 国体開催記念第６回和歌山県剣道連盟支部対抗剣道大会 田辺市 田辺市体育センター

31～11/１ 土～日 高体連 令和２年度和歌山県高等学校体育大会　剣道競技 和歌山市 ビッグホエール

１ 日 和剣連 剣道・段位本部審査会（初～五段） 和歌山市 市民体育館（土入）

１ 日 伊都支部 級位審査会 橋本市 高野口中学校体育館

１ 日 田辺支部 近畿剣道大会（紀南剣道協会主催） 田辺市 田辺スポーツパーク

１～２ 日～月 厚労省
全国健康福祉祭剣道大会（ねんりんピッ
ク）

岐阜県関市

３ 火・祝 全剣連 ６８回 全日本剣道選手権大会 東京都

３ 火・祝 居合道部 秋季稽古会 海南管内

７ 土 県中体連 和歌山県下中学校剣道選手権大会（秋季新人戦） 和歌山市 市民体育館（土入）

８ 日 全剣連 居合道・六・七段審査会 東京都

８ 日 日高支部 近畿少年剣道錬成大会（弘武館主催） 御坊市 御坊市立体育館

８ 日 和剣連 杖道・審査会（三段以下） 和歌山市 河南体育館

１４ 土 県高体連 県下高校剣道学年別選手権大会 湯浅町 湯浅スポーツセンター

１４ 土 全剣連 教士号筆記試験（剣・居・杖） 東京・神戸・福岡・名古屋

１４ 土 全剣連 剣道・七段審査会 名古屋市

１５ 日 全剣連 剣道・六段審査会 名古屋市

11月 １５ 日 県スポ少 近畿・全国スポーツ少年団剣道交流大会予選会 和歌山市 松下体育館

１６ 月 和剣連 専門委員長会議（事業計画案策定・その他） 和歌山市 和剣連事務所

２１ 土 和剣連 審議委員会９：３０～・常任理事会・支部長会議１０：３０～ 和歌山市 ビッグ愛（1202号）

２１ 土 全剣連 剣道・六段審査会 東京都八王子市

２２ 日 全剣連 剣道・六段審査会 東京都八王子市

２３ 月・祝 伊都支部 伊都地方少年剣道大会 橋本市 未定

24～25 火～水 全剣連 剣道・七段審査会 東京都足立区

２４ 火 全剣連 称号審査（剣・居・杖） 東京都

26～27 木～金 全剣連 剣道・八段審査会 東京都千代田区

２９ 日 那賀支部 級位審査会 紀の川市 桃山体育館

６ 日 和剣連 剣道・段位地方審査会（初～三段） 湯浅町 耐久高校武道場

未定 日 日高支部 ２年度日高町武道館剣道錬成大会（日高町武道館主催） 日高町 日高町農改センター

１３ 日 和歌山支部 宮剣志舘創立５周年記念剣道大会 和歌山市 ビッグウエーブ

12月 １２ 土 伊都支部 伊都地方剣道大会 橋本市 橋本中央中学校

２０ 日 和歌山支部 和歌山市剣道振興大会 和歌山市 ビッグウエーブ

未定 日 那賀支部 岩出市剣道大会 岩出市 岩出市立体育館
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３年 8～10 金～日 県高体連 県下高校新人大会 白浜町 白浜町総合体育館

1０ 日 海南支部 支部稽古始め 海南市 下津第二中学校体育館

１０ 日 那賀支部 支部稽古始め 紀の川市 貴志川体育館

１０ 日 和歌山支部 支部稽古始め 和歌山市 松下体育館

１月 １０ 日 新東支部 級位審査会 那智勝浦町 那智勝浦町体育センター

１０ 日 和剣連 剣道・段位地方審査会（初～三段）〈ＰＭ１：００～〉 那智勝浦町 那智勝浦体育センター

１１ 月・祝 和歌山支部 新春剣道大会（貴志少年剣道クラブ主催） 和歌山市 県立体育館

１５ 金 全剣連 杖道・六・七審査会 東京都

16～17 土～日 全剣連 杖道・地区講習会 東京都

７ 日 那賀支部 貴志川剣道優勝大会（貴志川剣道クラブ主催） 紀の川市 紀の川市民体育館

７ 日 近畿スポ少 スポーツ少年団交流近畿大会 和歌山市 ビッグホエール

１１ 木・祝 海南支部 春日杯剣道大会 海南市 海南市総合体育館

２月 ２１ 日 和剣連 第６９回全日本都道府県対抗(男・女）剣道大会県予選 岩出市 岩出市総合体育館

２１ 日 和歌山支部 級位審査会 和歌山市 松下体育館

２１ 日 田辺支部 級位審査会 田辺市 田辺市体育センター

27～28 土～日 和剣連 三道稽古会 白浜町 白浜町総合体育館　他

27～28 土～日 全剣連 ６回女子剣道指導法講習会 兵庫県姫路市

７ 日 和剣連 剣道・段位本部審査会（初～五段） 田辺市 田辺市体育センター

７ 日 和剣連 居合道・審査会 御坊市 日高支部管内

７ 日 那賀支部 那賀支部少年剣道交流大会  紀の川市  紀の川市民体育館

１３ 土 和剣連 審議委員会９：３０～・常任理事会１０：３０～ 和歌山市 ビッグ愛（８０２号室）

１３ 土 海南支部 海南支部卒業記念剣道大会 海南市 海南第三中学校体育館

３月 １４ 日 和道連 和歌山市 ビッグホエール

２０ 土・祝 伊都支部 伊都地方少年剣道大会 橋本市 未定

２１ 日 田辺支部 黒潮剣道大会 田辺市 田辺市体育センター

２１ 日 有田支部 有田市少年剣道大会 有田市 有田市民体育館

２１ 日 近剣連 １４回 近畿高校剣道選抜大会 兵庫県赤穂市

26～28 金～日 全高体連 ３０回全国高等学校剣道選抜大会 愛知県春日井市

26～28 金～日 日本スポ少 43回全国スポーツ少年団剣道交流大会 福島市（あずま総合体育館）
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