平成２９年度事業計画(案)
月 / 日
４月

事 業 内 容 （ 時 間 ）

会

場

５日 範士審議会

伊丹市 全日本なぎなた連盟事務局

６日 合同審議会

伊丹市 全日本なぎなた連盟事務局

８～９日 全日第２種公認審判員養成講習会

茨城県 茨城県武道館

１５～１６日 中村先生招聘15日（13:00～17:00）16日（9：00～17:00） 松本市 庄内体育館
２２日 全日「形」研修会(教士・錬士の部)
２３日 全日審判研修会(第１種・第2種公認審判員)
５月

愛知県 愛知県武道館
〃

２３日 県内強化(9：00～15：00)

安曇野市堀金総合体育館剣道場

１３日 北信越「全日本なぎなたの形」研修会

石川県 川北町総合体育館

１４日 北信越公認審判員研修会

〃

１４日 全日理事会

伊丹市 全日本なぎなた連盟事務局

２０日 総会（10：00～12：00）

テレビ松本会議室

２１日 高体連県大会、段級審査会

松本市 西部体育館

２１日 全日、審議会

兵庫県 伊丹市立東中学校武道館

２７～２８日 第58回都道府県対抗なぎなた大会
６月

４日 県内強化(９：００～１７：００)

福井県 鯖江市総合体育館
安曇野市堀金総合体育館サブアリー

４日 国体予選会(少年・成年)

〃

４日 スポーツ指導者養成講習会

〃

４日 全日評議員会

伊丹市 全日本なぎなた連盟事務局

９～１１日 全日第１種公認審判員養成講習会

茨城県 茨城県武道館

９～１０日 全日第２種公認審判員養成講習会

茨城県 茨城県武道館

１７～１８日 第２５回北信越高等学校なぎなた競技大会
２４日 県大会組合せ(10：00～)

松本市 波田体育館
テレビ松本会議室

２４～２５日 全日「形」研修会四・五段の部

三重県 津市久居体育館

２４～２５日 中村先生招聘24日（13:00～17:00）25日（9：00～17:00） 茅野市総合体育館サブアリーナ
７月

１～２日 全日本強化合宿

和歌山県 九度山文化スポーツセンター

１日 北信越ジュニア強化合宿

新潟県 長岡市

２日 第２４回北信越中学生なぎなた大会

新潟県 長岡市

９日 第４８回長野県なぎなた大会(9：00～17：00)

松本市

９日 全日審査会(四・五段)

福岡県 アクシオン福岡

１５日 スポーツ指導員養成講習会(

)

２２～２３日 第２５回全国中学生なぎなた大会

調整中
岩手県 岩手県営武道館

２４日 全日本ジュニア強化合宿

８月

〃

２９～３０日 スポーツ指導員養成講習会(９：００～１７：００)

松本市 松本青年の家

２９～３０日 ジュニア合宿29日(13：00～17：00)30日(9：00～15：00)

松本市 松本青年の家

６日 全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会

東京都 日本武道館

６日 第５６回全日本学生なぎなた選手権大会

三重県 津市芸濃総合文化センター

７～１１日 全日、第３種なぎなた公認審判員養成講習会
１０～１２日 第５６回全国高等学校なぎなた選手権大会
２０日 県内強化(9：00～17：00)国体結団式
２０日 スポーツ指導者養成講習会(9：00～17：00)
２７日 第３７回北信越国体

〃
宮城県 宮城野体育館
安曇野市堀金総合体育館サブアリーナ

〃
福井県 鯖江市スポーツ交流館

２７日 愛知遠征
-5-

月 / 日
３日
３日
８日
９日～１０日
１０日
１６～１７日
１～３日
１０月
１４～１５日
１４～１５日
２２日
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２４日
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２５日
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２４～２５日

事 業 内 容 （ 時 間 ）
会
場
和歌山県 九度山文化スポーツセンター
幸村杯第２回全国女子なぎなた大会
幸村杯第２回全国高等学校男子なぎなた選手権大会
〃
国体抽選会
兵庫県 伊丹市
中村先生招聘事業
松本市 柔剣道場
スポーツ指導者養成講習会
〃
全日なぎなた審判研究会(第１・２種公認審判員)
大阪府 堺市立大浜体育館
愛媛県 松山市総合コミュニティーセンター
第７２回国民体育大会なぎなた競技会
全日審判員育成事業
愛知県 愛知県武道館
〃
全日本強化合宿
県内強化(9：00～17：00)
松本市
〃
スポーツ指導者養成講習会
中村先生招聘事業
松本庄内体育館
和歌山県 九度山文化スポーツセンター
全日公認コーチ養成講習会
第５７回東日本なぎなた選手権大会
埼玉県 埼玉県立武道館
信州大学留学生のためのなぎなた講習会
信州大学体育館
高体連新人戦（9:00～12:00）・県段級審査(13：00～ ) 坂城町武道館
第６５回長野県剣道居合杖道薙刀大会
全日、全国なぎなた指導者研修会（日本武道館共催） 千葉県日本武道館研修センター
千葉県浦安市運動公園総合体育館
第１７回全日本男子なぎなた選手権大会
皇后盃第６２回全日本なぎなた選手権大会
〃
反省会(10：00～12：00)
テレビ松本会議室
全日公認コーチ養成講習会
大阪府 堺市大浜体育館
常任理事会(9：00～) 理事・教室主任会議(10：00～ ) テレビ松本会議室
新年会（12：00～ ）
松本市
全日、公認スポーツ指導者講師競技別全国研修会
宮崎県 宮崎県武道館
全日、中学校武道授業(なぎなた)指導法研究授業
東京都 日本武道館
全日、審査会(四・五段)
東京都 東京武道館
宮崎県 宮崎県武道館
全日、公認スポーツ指導者講師競技別全国研修会
神奈川県 神奈川県立武道館
全日、在日外国人講習会
北信越理事会
富山県 富山市
全日、男子なぎなた中央研修会
奈良県 ならでん武道場
伊丹市全日本なぎなた連盟事務局
全国都道府県会長会議
県内強化（10:00～15:00）
安曇野市以外で調整
県内強化（10:00～15:00）
坂城町武道館
伊丹市全日本なぎなた連盟事務局
全日理事会
都道府県対抗なぎなた大会選手選考会（9：00～16：00） 安曇野市堀金総合体育館ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ
伊丹市 全日本なぎなた連盟事務局
全日評議員会
兵庫県 伊丹ｽﾎﾟｰﾂセンター体育館
第１３回全国高等学校なぎなた選抜大会
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