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11月の行事予定 
ll／　1（日）西三河剣道月例稽古会　　　　　　　19：00　安城体 

11／　3（祝）第63回全日本剣道選手旛大会　　　　　　　日本武道館 

ll／　7（土）西三河剣道形講習・審盛会（初一三段）　9：00　西尾総体 

県高校新人体育大会支部予選会（団体）10：00　西尾中央体 

東海地区剣道合同稽古会　　　　　　15：00　稲永SC 

ll／　8（日）第34回全日本女子学生剣道優勝大会　　　　春日井総体 

11／10（火）愛知県女子剣道稽古会　　　　　　　10：00　日本ガイシ 

11／12（木）西三河剣道高齢者稽古会　　　　　　10：30　安城体 

11／14（土）剣道七段審査会　　　　　　　　　　　　　枇杷島SC 

幼少年剣道入門敬重　　　　　　　11：00　西尾総体 

ll／15（日）剣道六段審査会　　　　　　　　　　　　　枇杷島SC 

第4回西尾市南部地区剣道大会　　　　9：30　一色B＆G 

11／21（土）西三河剣道指導者諮習会　　　　　　9i00　西尾総体 

11／22（日）西三河剣道実技審査会（初一三段）　　9：00　安城体 

ll／23（月）剣道四・五段審査会　　　　　　　9‥00岡崎中央総体 

県高校新人体育大会（団体）　　　10：00　露橋SC 

ll／26（木）西三河剣道高齢者稽古会　　　　　10：30　安城体 

11／28（土）幼少年剣道大円教室　　　　　　　17：00　西尾総体 

《西尾剣連月例稽古会》　　　19：00　　　　　西尾総体 
11／7（青年部）ll／14　11／21　11／23　（土） 

◆事務局より 
・12／6　級審査会申込締切日11月19日（木）木村武道具店まで 


