
更新日

5月28日
　　大　　会　　名　　な　　ど       場              所 備　　　考

4月10日(土) 国体少年男子・女子岡山県予選会 ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山
5月2日(日) 国体成年男女岡山県予予選会 岡山武道館

第67回全日本選手権県予選会 岡山武道館 延期（7/3）
第58回全日本女子選手権県予選会 延期（7/3）

7月10日(土) 県下段別選手権大会(男女：初～二段) 武蔵武道館 中止
7月11日(日) 県下段別選手権大会(男女：三～七段) 岡山武道館 中止
8月22日(日) 国体中国ブロック大会(21日－22日） ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山

第20回県下連盟対抗剣道大会 武蔵武道館

第　7回県下連盟対抗少年剣道大会
11月3日(水) 県下少年剣道選手権大会 武蔵武道館
1月30日(日) 全日本都道府県大会県予選（男女） 岡山武道館
2月23日(水) 第46回岡山県下少年剣道錬成大会 ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山
6月5日(土) 第67回中国五県剣道大会 島根県立武道館 中止
7月31日(土) 中学校勝抜き剣道大会 岡山武道館
8月3日(火) 高等学校勝抜き剣道大会 岡山武道館
8月29日(日) 全国青年剣道大会県予選会 岡山武道館
9月11日(土) 第53回香川岡山二県交歓剣道大会 丸亀市総合体育館
11月28日(日) 居合道香川岡山二県交歓錬成大会 玉島武道館
10月24日(日) 全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会県予選 岡山武道館（サブ）
8月4日(水) 中国中学校剣道選手権大会4日～5日 福田公園体育館
3月6日(土) おかやまスポーツフェスティバル 岡山県総合グラウンド
3月20日(土) 国体成年男子・女子県予選会 岡山武道館（サブ)
5月15日(土) 中央審査会段　　　　　　　４段・５段 岡山武道館
6月13日(日) 杖道春季審査会　　　　　　級～５段  芳田小学校 延期
6月13日(日) 児島審査会　　　　　　　　　級～３段 児島武道館 中止
6月20日(日) 居合道春季審査会　　　　級～５段 建部Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 延期
6月27日(日) 岡山市審査会　　　　　　　級～３段 六番川体育館 延期（11/23）
7月4日(日) 西大寺審査会　　　　　　　級～３段 西大寺武道館 中止
7月4日(日) 倉敷審査会　　　　　　　　　級～３段 JFE倉敷体育館
7月25日(日) 英田審査会　　　　　　　　　級～３段 武蔵武道館
8月1日(日) 赤磐審査会　　　　　　　　　級～３段 熊山武道館
8月1日(日) 玉島審査会　　　　　　　　　級～３段 玉島武道館
8月8日(日) 津山審査会　　　　　　　　　級～３段 津山総合体育館
8月8日(日) 中央審査会　　　　　　　　　４段・５段 岡山武道館
8月15日(日) 御津審査会　　　　　　　　　級～３段 御津小学校
8月28日(土) 称号審査会　　　　　　　　　錬士・教士 岡山武道館
8月29日(日) 新見審査会　　　　　　　　　級～３段 城山体育館
9月5日(日) 井笠審査会　　　　　　　　　級～３段 天草公園体育館
9月26日(日) 久米審査会　　　　　　　　　級～３段 久米南町民体育館
10月3日(日) 玉野審査会　　　　　　　　　級～３段 玉野総合体育館
10月24日(日) 高梁市審査会　　　　　　　級～３段 高梁市民体育館
11月7日(日) 居合道秋季審査会　　　　　級～５段 建部Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ
11月7日(日) 瀬戸内市審査会　　　　　　級～３段 西大寺武道館
11月7日(日) 杖道秋季審査会　　　　　　級～５段 芳田小学校
11月13日(土) 中央審査会：事前申込　　４段・５段 岡山武道館（サブ）
11月28日(日) 勝田審査会　　　　　　　　　級～３段 勝間田高校体育館
12月5日(日) 真庭審査会　　　　　　　　　級～３段 落合体育館
12月19日(日) 備前和気審査会　　　　　　級～３段 和気町体育館
2月20日(土) 称号審査会　　　　　　　　　錬士・教士 岡山武道館（サブ）
3月27日(土) 総社地区審査会　　　　　　級～３段 総社武道館
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4月18日(日) １・２級審判講習会 岡山武道館
4月25日(日) 備中地区剣道形講習会 玉島武道館
5月1日(土) 美作地区３・４級審判講習会 津山総合体育館
5月23日(日) 備前地区３・４級審判講習会 六番川体育館 延期(6/27)
5月30日(日) 備中地区３・４級審判講習会 玉島武道館 延期
6月13日(日) 美作地区剣道形講習会 変更　（久米総合文化運動公園体育館） 延期（7/11）
7月23日(金) 高段者講習会 岡山武道館
7月25日(日) 備前地区剣道形講習会 六番川体育館
9月4日(土) 日本武道館少年剣道錬成大会（４日・５日） 岡山武道館
9月26日(日) 八段受審者研修会 西大寺武道館
11月21日(日) 若手指導者講習会 美咲町総合運動公園体育館

3月5日(土) 岡剣連主催女子剣道講習会 西大寺武道館
3月19日(金) 審査員認定講習会 岡山武道館
毎月１回実施 骨太剣士 その都度指定
毎月１回実施 指名強化 その都度指定
毎月１回実施 小学生強化 その都度指定
4月17日(土) 全剣連中四国稽古会 広島県立総合体育館　 中止
6月12日(土) 全剣連中四国稽古会　14～16 愛媛県立武道館 中止
7月3日(土) 全剣連中四国稽古会　14～16 岡山武道館 中止
9月4日(土) 全剣連中四国稽古会　14～16 香川総合体育館

10月16日(土) 剣連世代別稽古会 六番川体育館
10月30日(土) 岡山県剣道連盟合同稽古会 津山市立久米体育館
10月9日(土) 全剣連中四国稽古会 広島県立総合体育館　

10月16日(土) 剣連世代別稽古会 六番川体育館
12月4日(土) 全剣連中四国稽古会 吉野川市民プラザ
1月4日(火) 岡山武道館寒稽古　4日～9日 岡山武道館（サブ）
1月10日(月) 鏡開き式 岡山武道館（サブ）
1月10日(月) 岡山県剣道連盟初稽古会 岡山武道館（サブ）
2月5日(土) 全剣連中四国稽古会　14～16 岡山武道館
2月13日(土) 剣連世代別稽古会 美咲町総合運動公園体育館

3月12日(土) 全剣連中四国稽古会　14～16 高知県立武道館

6月20日(日) 春季審査会 建部Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 延期
11月7日(日) 秋季審査会 建部Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ

6月13日(日) 春季審査会 芳田小学校 延期
11月7日(日) 秋季審査会 芳田小学校
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