
        日 場  所 日

22
2日（土）～ 2022年世界ジュニアカデ選手権大会

11日（日）

16日（土） 都高体連定例顧問総会 都立王子総合高校 14日（木）～ 第3回日本学生フェンシングカップ大会
17日（日） 第3回日本学生フェンシングカップ大会

23日(土) 北区滝野川体育館
24日(日) 北区滝野川体育館

23日(土）～ 関西学連リーグ戦（男女フルーレ）・新人戦
24日（日） 関西学連リーグ戦（男女フルーレ）・新人戦

第23回東日本少年個人大会　会場設営
28日（木） 　兼 第52回都少年ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ個人選手権大会 駒沢オリンピック公園体育館

29日（金・祝） (中学男子Ｆ・中学女子Ｅ．Ｓ) 駒沢オリンピック公園体育館
30日（土） 駒沢オリンピック公園体育館
1日（日） （少学男子Ｆ・少学女子Ｆ） 駒沢オリンピック公園体育館

7日(土) 関西学生リーグ戦（男女サーブル）

8日(日) 関西学生リーグ戦（男女サーブル）

10日(火)～ 関東学生リーグ戦 （男子Ｆ/女子Ｆ）

14日（土） 関東学生リーグ戦 （男子S/女子E）

５日(木・祝） 都高体連関東大会予選会 都立王子総合高校 関東学生リーグ戦 （男子S/女子E）

16日（月） 関東学生リーグ戦 （男子Ｅ/女子Ｓ）

2１日(土) 台東リバーサイドＳＣ
2２日(日) 台東リバーサイドＳＣ

17日（火） 関東学生リーグ戦入替戦

2２日(日) 都立王子総合高校
1４日(土) 関西学生リーグ戦（男女エペ） 滋賀県立体育館

15日(日) 関西学生リーグ戦（男女エペ） 滋賀県立体育館

日(日) 関西学連入れ替え戦戦

5日（日） 都立王子総合高校 10日（金） 関東高等学校フェンシング大会  開会式 群馬県前橋市民体育館

11日（土） 関東高等学校フェンシング大会 個人対抗 群馬県前橋市民体育館

12日（日） 関東高等学校フェンシング大会 学校対抗 群馬県前橋市民体育館

5日（日） 第73回全日本学生王座決定戦

11日（土） 2022AICHI　Fencing　Festival第60回中日本選手権大会

18日（土） 第76回国民体育大会東京都予選会 北区赤羽体育館 ～12日（日） 2022AICHI　Fencing　Festival第60回中日本選手権大会

25日（土） 北区滝野川体育館 10日（金） アジア選手権大会

26日（日） 北区赤羽体育館 ～15日（水）

27日（月）～ 成都ユニバーシティゲーム

3日（日） 成都ユニバーシティゲーム

2日（土） 北区滝野川体育館
１０日（日） 高円宮妃殿下バースディー

3日（日） 北区赤羽体育館サブアリーナ

９日（土） 北区滝野川体育館
日（土）～ 第９回東かがわ市長杯フェンシング大会 とらまるてぶくろ体育館

10日（日） 北区赤羽体育館サブアリーナ 日（日）

15日（金）～ 2022世界選手権大会 エジプト国カイロ市
16日（土） 大蔵第二運動場体育館 23日（土）
17日（日） 大蔵第二運動場体育館

16日（土）
17日（日）

22日（金） 第8回全国中学生大会（個人戦） 駒沢オリンピック公園体育館
～24日（日） 駒沢オリンピック公園体育館

中学女子フルーレ・男子エペ・男子サーブル 駒沢オリンピック公園体育館

30日（土） 大蔵第二運動場体育館
31日（日） 大蔵第二運動場体育館

4日（木） 第67回全国高校総合体育大会(開会式）

10日（水）～ 東京都国体合宿 長野県白馬村八方文化会館体育館 ～8日（月） 第67回全国高校総合体育大会 香川県高松市総合体育館

14日（日） 第67回全国高校総合体育大会 香川県高松市総合体育館

日(土) 第7回金魚ちょうちんCUP　兼 山口県柳井市

19日(金)～ 第76回国民体育大会関東地区大会 駒沢オリンピック公園体育館 日(日) 全国ジュニア・カデサーブルチャレンジCUP柳井大会 山口県柳井市

21日(日) ジュニア・カデ

23日(火)～ 東京都ジュニア強化合宿 長野県白馬村八方文化会館体育館

26日(金)
26日（金）～ 山口県岩国市総合体育館

2８日(日)

3日（土） 第8回全国小学生大会 三重県津市サオリーナ
4日（日） 第8回全国小学生大会 三重県津市サオリーナ

７日（水） 全日本個人戦選手権大会（設営）予選
８日（木） 全日本個人戦選手権大会予選
９日（金） 全日本個人戦選手権大会予選
10日（土） 全日本個人戦選手権大会予選

10日（土）
18日（日） 北区滝野川体育館 11日（日）

10日（土）～ アジア大会 中国杭州
25日（日）

24日（土） コーチ1指導者講習会 大蔵第二運動場体育館
25日（日） コーチ1指導者講習会 大蔵第二運動場体育館 24日（土）～

25日（日）

日 大阪選手権大会

個人戦

駒沢オリンピック公園体育館

SSP杯SAGA2022フェンシングエペランキングマッチ 佐賀県SAGAサンライズパークSAGAプラザ

SSP杯SAGA2022フェンシングエペランキングマッチ

第43回牧杯ジュニア・カデ選手権大会（男子フルーレ・第4回女子サーブル）

第43回牧杯ジュニア・カデ選手権大会（男子フルーレ・第4回女子サーブル）

東京都選手権大会ジュニア女子エペ

駒沢オリンピック公園体育館
駒沢オリンピック公園体育館

東京都選手権大会シニア女子フルーレ

加納虹輝杯フェンシングジュニアオープン大会

駒沢オリンピック公園体育館

東京都選手権大会ジュニア女子サーブル

7

第75回全日本選手権大会南関東予選会

東京都選手権大会カデ男子エペ

第75回全日本選手権大会南関東予選会

東京都選手権大会ジュニア男子フルーレ

Proud NUMAZU Cup ミニム大会

個人戦

静岡県沼津市プラザヴェルデ

東京都選手権大会ジュニア男子サーブル

東京都選手権大会カデ男子フルーレ
東京都選手権大会カデ女子フルーレ

5

駒沢オリンピック公園体育館

東京都選手権大会ジュニア男子エペ・カデ女子サーブル

スカイホール豊田

4

駒沢オリンピック公園体育館

駒沢オリンピック公園体育館

第73回都民大会(男子Ｆ･Ｓ団体･女子Ｆ・Ｓ個人）

6

東京都大会（全国総体予選・学校対抗・エペ・サーブル個人）

東京都選手権大会ジュニア女子フルーレ

(中学女子Ｆ・中学男子Ｅ．Ｓ）（小学女子Ｅ・Ｓ少学男子Ｅ・Ｓ)

京都府大山崎町体育館

第73回都民大会(男子エペ団体･女子エペ個人）

東京都大会都高体連高校総体予選会（フルーレ個人）

京都府大山崎町体育館

京都府大山崎町体育館

京都府大山崎町体育館

中国成都市

駒沢オリンピック公園体育館

京都府大山崎町体育館

Proud NUMAZU Cup ミニム大会 静岡県沼津市プラザヴェルデ

京都府大山崎町体育館

中国成都市

香川県高松市総合体育館

駒沢オリンピック公園体育館

韓国ソウル市

スカイホール豊田

2022年度  事業計画書（詳細版）
2022/3/7 東京都フェンシング協会

東京都関係の事業 関連事業

駒沢オリンピック公園体育館

場所

駒沢オリンピック公園体育館

UAE国ドバイ市

中学男子フルーレ・中学女子エペ・中学女子サーブル

8

東京都選手権大会カデ男子サーブル・カデ女子エペ

佐賀県SAGAサンライズパークSAGAプラザ
9



東京都フェンシング協会

日 場所 日

22
1日（土） 第76回国民体育大会（諸会議）

2日（日）～
5日（水） 第76回国民体育大会（競技）

８日(土) 第14回全国カデエペ選手権大会(男女） 長野県箕輪町社会体育館
８日(土) 大蔵第二運動場体育館 9日(日) 第9回全国ジュニアエペ選手権大会(男女） 長野県箕輪町社会体育館
９日(日) 大蔵第二運動場体育館

10日(月・祝) みのわもみじカップフェンシング大会 長野県箕輪町社会体育館

日 2022年世界ベテラン選手権大会
～日 2022年世界ベテラン選手権大会

22日（土） 北区滝野川体育館 11日（火）～ 関東学生選手権大会（個人・団体）
23日（日） 北区滝野川体育館 13日（木）

20日（木）～ 関東学生選手権大会（個人・団体）
21日（金）

12日（水）～ 関西学生フェンシング選手権大会
16日（日） 関西学生フェンシング選手権大会

29日（土） 北区滝野川体育館 29日(土) 米沢市民体育祭フェンシング選手権兼上杉大会
30日（日） 東京都選手権シニア女子サーブル 北区赤羽体育館サブアリーナ 30日(日) ジュニア・カデエペ

５日（土） 第25回全国カデフルーレ選手権大会（ランキング対象大会）

6日(日） 都高体連　新人大会  学校対抗 都立王子総合高校 5日（土） 第75回全日本個人戦選手権決勝大会
6日（日）

12日（土） 剛騎杯フェンシング選手権大会 大蔵第二運動場体育館
13日（日） 剛騎杯フェンシング選手権大会 大蔵第二運動場体育館 1６日（水）～ 第6２回全日本大学対抗選手権大会

2０日(日) 第7２回全日本学生個人選手権大会
23日（水・祝） 滝口杯争奪ベテラン選手権大会 大蔵第二運動場体育館

26日（土） 東京都選手権大会シニア女子エペ 大蔵第二運動場体育館
27日（日） JOCカップ東京都予選会 大蔵第二運動場体育館 日（日） JOCカップ関東学生予備戦 大蔵第二運動場体育館

日（土） 日田市フェンシングサーブルランキングマッチ 大分県日田市
20日(日） 都高体連新人大会  個人対抗 都立王子総合高校 日（日） 大分県日田市

〃 都立王子総合高校

３日（土） 大蔵第二運動場体育館
９日（金）～ 高円宮杯ワールドカップ大会（10日～11日個人戦）

４日(日） 大蔵第二運動場体育館 11日（日） 高円宮杯ワールドカップ大会（12日団体戦）

1５日(木) 第75回全日本団体選手権大会 【諸会議・用具検査】
26日（月） 駒沢オリンピック公園体育館 1６日（金） 第75回全日本団体選手権大会 【競技】

～18日(日) 第75回全日本団体選手権大会 【競技】

22
第３０回ＪＯＣジュニア・オリンピック･カップ大会

４日(水)  【設営】 13時～                   
５日(木) ジュニア部門　男子フルーレ・女子エペ・女子サーブル
６日(金) ジュニア部門　女子フルーレ・男子エペ・男子サーブル
７日(土) カデ部門　　　男子フルーレ・女子エペ・女子サーブル
８日(日) カデ部門　　　女子フルーレ・男子エペ・男子サーブル

ランキング対象大会

14日(土） 大蔵第二運動場体育館
15日（日) 大蔵第二運動場体育館

20日（金） 関東選抜大会　開会式　諸会議
21日（土）～ 関東選抜大会　エペ・サーブル

２２日（日） 関東選抜大会　フルーレ

日(土） 第34回西日本選手権大会
～日（日） 第34回西日本選手権大会

日( ) 都理事会･代議員会（予定）

11日（土）～ 全日本ベテラン選手権大会 世田谷区大蔵第二運動場体育館
12日（日）

24日（金）～ 第48回全国高校選抜大会 長崎県島原市復興アリーナ
26日(日) 長崎県島原市復興アリーナ

※東京都協会合同練習会 木曜日(フルーレ・エペ）の指定された期間 

      集合：１７・45 練習：１８・００～２０・３０ 於：北区西滝野川区民センター８階

※ 世田谷区(世田谷フェンシングクラブ）練習会 毎週金曜日 ：１９：００～２１：００ 

   於  ：世田谷区大蔵第二運動場 体育館

年度 全日本団体 全日本個人 国民体育大会 高校総体 高校選抜 全国中学生大会 関東大会（選抜） 国体南関東ブロック

R4(2022) 鹿児島県 東京都 第77回  栃木県 第68回香川県 熊本県 東京都 群馬県前橋市 東京
R5(2023) 佐賀県 第78回  鹿児島県 山梨
R6(2024) 滋賀県 第79回  佐賀県 埼玉
R7(2025) 青森県 第80回  滋賀県 群馬
R8(2026) 長野県 第81回  青森県 茨城

備   考

1

駒沢オリンピック公園体育館

群馬県高崎アリーナ

駒沢オリンピック公園体育館

2

和歌山県和歌山ビッグウェーブ
和歌山県和歌山ビッグウェーブ

3

駒沢オリンピック公園体育館
駒沢オリンピック公園体育館

世田谷区民フェンシング大会（男子フルーレ女子エペ・サーブル）

群馬県高崎アリーナ
群馬県高崎アリーナ

12

北岡杯選手権大会

世田谷区少年フェンシング大会 駒沢オリンピック公園体育館

都高体連学年別大会 兼 私立高校フェンシング大会 鹿児島県垂水市中央公園体育館
鹿児島県垂水市中央公園体育館

11

都高体連　顧問会議

10

第76回国民体育大会（競技）

全日本団体戦南関東予選会

駒沢オリンピック公園屋内球技場

駒沢オリンピック公園屋内球技場

東京都選手権大会シニア男子エペ

栃木県上三川町体育センター

駒沢オリンピック公園屋内球技場

関連事業東京都関係の事業

京都府大山崎町体育館

栃木県上三川町体育センター

LINE　CUBE　SHIBUYA

大山崎町体育館

アダリストみとアリーナ

場所

栃木県上三川町体育センター

全日本団体戦南関東予選会

東京都選手権大会シニア男子フルーレ

駒沢オリンピック公園屋内球技場

駒沢オリンピック公園体育館

世田谷区民フェンシング大会（女子フルーレ男子エペ・サーブル）

LINE　CUBE　SHIBUYA

東京都選手権大会シニア男子サーブル

京都府大山崎町体育館

鹿児島県垂水市中央公園体育館

駒沢オリンピック公園体育館

大山崎町体育館

山形県米沢市民体育館

2022年度  事業計画書（詳細版）


