
三条剣道会 令和3年度事業計画（案）

［第3号議案】J 

日 程 事● 内容 会 場 時 闇 傭 考

4月 25日（日）令和2年度三条剣道会定期総会 三条市体冑文化会鱈マルチルーム1-A9:30~ 
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三条杯争奪高等学校剣道大会〈準傭会〉 中 止
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日（土） 三条杯争奪高事学校剣道大会く会場設営＞ 三条市体膏文化会館 13:00~ 中 止
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日（日） 第47回三条杯争奪高専学校剣道大会 6:00~ 中 止
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三条杯争奪高等学校剣道大会〈慰労会〉 劃烹まるい 19:30~ 中 止

5月 日（土） 東北日本居合い道剣道大会 薫市体青センター 中 止
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16日（日）全国都道県優饒大会剣道大会三条代表選手選考合旧舅ー中学校島田体育鱈 8:00~ 

6月 日（土） 三条群馬合同糧古会 大崎山'fl)ーンスポーツセンター 15:00~ 中 止

7月 10日（土） 昇級●査会 1日第一中学校島田体育館 9:00開始 年齢問わず曼響瓢：>12,000 
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22日（日） 中越地区剣道大会 魚沼市小出螂体育館 7:00~ 中 止

8月 1日（日） 暑中糧古会（小中学生対象合同櫨古会含む） 旧第一中学校島田体育館 9:00~ 中 止
~"『...一.....,,. ____一.............●● ● ---··-一-••••••••••-•oooo•••••••••••--•••••••o•,o•oo .................................、....-................................ .. ・・・・・・・・・.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... _ ... ・-.. ・・・・・-・"・・"・.. 疇-•••••• oo•••疇●，..........● ● 9■ " 

暑気払い 15:00~ 中 止
● "一・........., ........ .,, ~-----·-·· ·""—•••一............一・-・・..........________一・---・一..........．．．會•••一·-···..・・........ -. 一・--・......-・................ _ .... ・・-・・・・・・・・・・・・・............ -............. .... -・・--・・--・・・・・・-.. ・-・ 

15日（日）新潟県少年少女剣道大会 新潟市鳥屋野総合体育館 7:00~ 中 止

9月 4日（土） 第16回三条市民総合体育祭く開会式＞ 三条栄体育館 18:00~ 中 止
.......... -... —•一•一．．．．． ................... 一•今9 ■' '--····-··"' ' ....' .' 、 , ,,, , ,,,,................. 疇●●●●●●●●●●●●●—...-...... .............................................. 嘲,,,.,,........ -.......... ••一··---·一-・・・---・..・・・・・・・・---・.... —.. ,_ .................... 一___,,.,, .. ,_,, ,,,''● 

11日（土） 第16回三条市民総合体育祭刻道大会会場設営 旧第一中学校島田体育館 13:00~ 延 期
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12日（日） 第16回三条市民総合体育祭剣道大会 8:00集合 葺 期

10月 日（日） 秋季合同糧古会 18第一中学校島田体育館 9:00~ 中 止
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23日（土） 一縁審査会 ・日本剣道形講習会 旧第一中学校島田体育館 9:00~15:00 
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17日（日） 新潟県気道大会 上越市謙信公武道館 7:00~ 中 止
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30日（土） 指導者講習会 主催：新潟県雙道運盟 三条市体育文化会館 9:00~ 
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31日（月） 指導法(308) 日本刻道形(31日） 9:00~ 

11月 7日（日） 昇段審査会 長岡市南部体育館 ※近隣の昇段審査会
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14日（日） 中越地区小学生対象合同種古会 厚生福祉会館 9:00~12:00 中 止

《令和4年》

1月 1日（土） 元旦稿古会 三条市体育文化会館 13:30~ 中 止

2月 2日（水） 三条市民総合体育祭剣道大会準傭会 旧第一中学校島田体育館 19:00~ 
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6日（日） 第16回三条市民総合体育祭刻道大会 三条市体育文化会館マルチルーム 8:30~ 

新年初櫨古会 ※市民大会終了後
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新年会 笥烹清みず 17:00~ ―—中 止—-- -・ 

4月 日（） 全国都道県優勝大会到道大会三条代表選手選考台旧第一中学校島田体育館 8:00~ 対象令和4年度の5、6年生

《その働》

毎遇 水曜日 三条剣道会櫨古会 旧第一中学校島田体育館武道場 19:30~21 :30 
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毎月 第1水曜日 三条剣道会理事会 三条市体育文化会館 19:30~20:30 変更あり
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4月 日（日） 中越地区小学生合同糧古会 三島 9:00~ 中 止
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4月 25日（土） 中越地区連絡協議会 長岡市 18:00~ 
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5月 30日（日） 新潟県気道運置定例評議員会／定例理事会 亀田市民体膏館 9:00~ 
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6月 13日（日） 全国鬱道府県対抗優勝大会中越地区代表選手選埴 長岡市栃尾体育館 2階武道場 7:00~ 現地集合
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12月 12日（日） 新潟県合同襦古会（中越会場） 長岡北部体育館 8:30~ 
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4月 24日（日） 第47三条杯争奪高等学校剣道大会 ※コ”•渦において感染拡大の問題を考慮し、中止と致しました。
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