
県･四･
全･国際

開催期日 会　　　　　　場

県 4/10(日) 第53回植田平太郎範士旗争奪剣道優勝大会･第1回村上範士杯剣道大会 剣道競技 高松:市総体

県 国体県予選会(少年の部一次) 剣道競技 丸亀高

全 第20回全日本選抜剣道八段優勝大会 剣道競技 愛知:名古屋

全 4/29(金) 第70回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 剣道競技 大阪

全 5/2(月)～5(木) 第118回全日本剣道演武大会 剣道競技 京都

県 5/7(土) 全国教職員剣道大会香川県予選会 剣道競技 丸亀高

四 四国四県剣道大会 剣道競技 愛媛

全
第69回中四国学生剣道選手権大会
第54回中四国女子学生剣道選手権大会

剣道競技 愛媛

県 5/21(土) 国体県予選会(成年女子･男子) 剣道競技 県武道館

全 5/28(土)･29(日)
第66回西日本学生剣道大会
第36回西日本女子学生剣道大会

剣道競技 福岡:久留米ｱﾘｰﾅ

県 5/29(日) 植田杯 剣道競技 高松:市総体

県 6/4(土)･5(日) 令和4年度香川県高等学校総合体育大会
剣道競技

(団体6/4･個人6/5)
丸亀:飯山総体

県 6/11(土) 香川県中学生剣道強化大会 剣道競技 善通寺:市民体

全 6/12(日) 第59回西日本勤労者剣道大会 剣道競技 高知

県 6/18(土) 全日本剣道選手権大会県予選会(男女) 剣道競技 県武道館

四 6/18(土)･19(日) 令和4年度四国高等学校選手権大会 剣道競技 高松:香川総体

県 6/25(土) 国体県予選会(少年の部二次) 剣道競技 丸亀高

県 令和4年度香川県高等学校定時制･通信制課程総合体育大会 剣道競技 高松高

四 第72回四国地区大学総合体育大会剣道競技の部 剣道競技 徳島

全 6月 第37回香川県近県学生剣道定期大会 剣道競技 香川大

全 7/2(土)
第56回全日本女子学生剣道選手権大会
第16回全日本女子学生剣道東西対抗試合

剣道競技 東京

全 7/3(日)
第70回全日本学生剣道選手権大会
第69回全日本学生剣道東西対抗試合

剣道競技 東京

全 7/10(日) 第14回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 剣道競技 東京

県 7/22(金) 令和4年度香川県中学校総合体育大会
剣道競技

(男子の部)
善通寺:市民体

県 7/23(土) 令和4年度香川県中学校総合体育大会
剣道競技

(女子の部)
善通寺:市民体

全 7/23(土)･24(日) 令和4年度全日本少年少女武道(剣道)錬成大会 剣道競技 東京

全 7/28(木)･29(金) 第56回全国道場少年剣道大会 剣道競技 東京

全 8/1(月) 令和4年度全国高等学校定時制･通信制課程総合体育大会 剣道競技 東京

四 8/3(水) 四国中学校総合体育大会 剣道競技 観音寺:市総体

全 8/5(金)～8(月) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 剣道競技 高知

全 8/11(木) 第64回全国教職員剣道大会 剣道競技 長野

全 8/19(金)～21(日) 令和4年度全国中学校体育大会 剣道競技 釧路

四 8/21(日) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 剣道競技 高知

四 8/22(月) 四国教職員剣道大会 剣道競技 高知

全 9/4(日) 第61回全日本女子剣道選手権大会 剣道競技 奈良

中･四 9/10(土) 岡山･香川二県対抗剣道大会 剣道競技 善通寺:市民体

全 第68回全日本東西対抗剣道大会 剣道競技 兵庫:神戸

全 第17回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 剣道競技 大阪

全 8/28(日)
第69回中四国学生剣道優勝大会
第49回中四国女子学生剣道優勝大会

剣道競技 岡山

全 10/3(月)～5(水) 第77回国民体育大会 剣道競技 栃木

全 10/30(日) 第70回全日本学生剣道優勝大会 剣道競技 大阪

大　　　　　　　会　　　　　　　名
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4/17(日)

9/18(日)
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開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

県 令和4年度香川県高等学校新人体育大会
剣道競技
(団体)

高松一高

全 第70回全日本剣道選手権大会 剣道競技 東京

県 11/5(土) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 剣道競技 善通寺:市民体

全 11/12(土)･13(日) 全国青年剣道大会 剣道競技 東京

全 11/13(日) 第41回全日本女子学生剣道優勝大会 剣道競技 愛知:春日井

県 11/20(日) 全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会県予選会 剣道競技 県武道館

県 11/23(水) 高松市近県剣道大会 剣道競技 高松:市総体

県 12/3(土)
県下剣道段別･県下中学生剣道選手権大会
県下少年高学年剣道選手権大会

剣道競技 高松:市総体

全 12/10(土)･11(日) 第16回全日本学生剣道オープン大会 剣道競技 北海道:札幌

県 12/11(日) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会
剣道競技
(個人)

高松南高

全 12/18(日) 第42回中四国学生剣道新人大会 剣道競技 広島:福山

県 1/15(日) 第32回全国高等学校剣道選抜大会県予選会 剣道競技 高松桜井高

県 1/28(土) 香川県中学校一年生剣道強化大会 剣道競技 高松:牟礼総体

四 2/4(土)･5(日) 第23回四国高等学校剣道新人体育大会 剣道競技 徳島

全 3/3(金)～6(月) 第55回全国教育系大学学生剣道大会 剣道競技 東京

県 3/4(土) 県下東西対抗剣道大会 剣道競技 坂出:市体

四 3/18(土)･19(日) 四国錬成剣道大会 剣道競技 高松:牟礼総体

全 3/26(日)～28(火) 第32回全国高等学校剣道選抜大会 剣道競技 愛知:春日井

11/3(木)


