
No.1
 日 場  所 日

16
9日(土) 都高体連　定例顧問総会 早稲田高校

16日(土) 都高体連　加盟登録会 早稲田高校 1日（金）～ 2016年世界ジュニアカデ選手権大会
１０日（日）

９日（土） 関東学生連盟OB.OG親睦会 上野精養軒

１１日（月）～ リオ・オリンピック　アジア・オセアニア最終予選会 中国無錫市
１２日（火）

16日(土) 剛騎杯 大蔵第二運動場体育館 13日（水） アジア選手権大会
17日(日) 剛騎杯 大蔵第二運動場体育館 ～１８日（月）

１６日（土）～ みちのくベテラン・フェンサーズ選手権大会
17日（日）

２３日（土）～ 関西学生リーグ戦 （男女フルーレ）
２４日（日） 関西学生リーグ戦 （男女フルーレ）

１日（日） 都高体連関東大会予選会 都立王子総合高校

第17回東日本少年個人大会 駒沢オリンピック公園体育館

２日(月) 　兼 第48回都少年ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ個人選手権大会会場準備 駒沢オリンピック公園体育館

３日(火・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

４日(水・祝) 駒沢オリンピック公園体育館

５日（木・祝) （少学男子Ｆ・少学女子Ｆ） １４日（土）～ 関西学生リーグ戦（男女サーブル）
１５日（日） 関西学生リーグ戦（男女サーブル）

１７日（火）～ 関東学生リーグ戦 （男子Ｆ/女子Ｆ）
２０日（金） 関東学生リーグ戦 （男子S・女子E）

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）～ 関西学生リーグ戦 （男女エペ）
１５日(日) 全国総体都予選会（個人フルーレ） 早稲田高校 ２１日（土） 関西学生リーグ戦 （男女エペ）

２３日（月）～ 関東学生リーグ戦 （男子E･女子S）
２４日（火） 関東学生リーグ戦 （男子Ｅ･女子Ｓ）

２５日(水） 関東学生リーグ入替戦
２１日(土) 台東リバーサイドＳＣ

２２日(日) 第69回都民大会(男子エペ団体･女子エペ個人） 台東リバーサイドＳＣ

２２日(日) 早稲田高校

全日 国体強化練習(試合日を除く) 警視庁､法大、早大ほか

１日（水） 2016年66回全日本学生王座決定戦

１０日（金） 関東高等学校フェンシング大会  開会式
１１日（土） 関東高等学校フェンシング大会 個人対抗
１２日（日） 関東高等学校フェンシング大会 学校対抗

１８日(土) 大蔵第二運動場体育館

１９日(日) 第71回国民体育大会東京都予選会（少年男女） 大蔵第二運動場体育館

２５日（土） ぬまづ小学生大会
２６日（日） ぬまづ小学生大会

全日 国体強化練習(試合日を除く) 警視庁､法大、早大ほか

２日（土） 東京都選手権大会男子エペ･女子サーブル 大蔵第二運動場体育館

３日（日） 東京都選手権大会女子エペ・男子サーブル 大蔵第二運動場体育館

9日（土）～ 第4回東かがわ市長杯フェンシング大会
１０日(日)

１０日(日) 東京都選手権大会カデ男子フルーレ 大蔵第二運動場体育館

１０日(日) 高円宮妃殿下バースディー
１６日(土) 大蔵第二運動場体育館

１７日(日) 東京都選手権大会カデ男子サーブル・女子フルーレ 大蔵第二運動場体育館

１８日（月・祝） 世田谷区フェンシング少年大会 大蔵第二運動場体育館

第２回全国中学生選手権大会 
２３日(土） 駒沢オリンピック公園体育館

２４日(日) 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

２５日(月) 中学生団体戦（各種目1名・3名の紅白戦） 駒沢オリンピック公園体育館

２９日（金） 平成28年度第58回全国高校総合体育大会（開会式）
全日 国体強化練習(試合日を除く) 警視庁､法大、早大ほか ３０日(土）～ 平成28年度第58回全国高校総合体育大会

　２日(火) 平成28年度第58回全国高校総合体育大会

１２日(金)～ 都国体強化合宿 長野県八方温泉信屋ホテル

１６日(火)
６日〈土）～ リオデジャネイロ　オリンピック大会

１９日(金)～ 第71回国民体育大会関東地区大会 山梨県甲府市総合市民会館 １４日（日）
２１日(日)

２３日(火)～ 都ｼﾞｭﾆｱ強化合宿 長野県八方温泉信屋ホテル

２６日(金)
２７日(土) 第6回全国サーブルチャレンジカップ北海道大会（ジュニアの部）
２８日(日) 第6回全国サーブルチャレンジカップ北海道大会（カデの部・団体戦）

２７日(土) 東京都選手権大会　ジュニア男子フルーレ 大蔵第二運動場体育館

２８日(日) 東京都選手権大会　ジュニア女子フルーレ 大蔵第二運動場体育館

第６９回全日本選手権大会南関東予選会
３日（土） 千葉県立松戸高校

４日（日） 千葉県立松戸高校

２日（金） 第２回全国小学生選手権大会　【諸会議】
３日（土）～ 第２回全国小学生選手権大会　【競技】

４日（日） 第２回全国小学生選手権大会　【競技】

１０日（土） 大蔵第二運動場体育館

１１日（日） 大蔵第二運動場体育館

１8日（日）～ 第37回牧杯ジュニア選手権大会
１７日(土） 都高体連秋季(追加)登録会 早稲田高校 １9日（月・祝）

１７日(土） 大蔵第二運動場体育館

２４日（土) 大蔵第二運動場体育館

２５日（日） 大蔵第二運動場体育館 28日（水） 関東学連新人戦

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

駒沢オリンピック公園体育館

和歌山ビックホエール

山口県岩国市総合体育館

和歌山ビックホエール

ブラジル国
リオデジャネイロ市

沼津市プラザヴェルデ

全日本南関東予選会大会個人戦（女子F・男子E・S）

東京都選手権大会ジュニア男子ｻｰﾌﾞﾙ･女子エペ

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）

札幌市白石区体育館

とらまるてぶくろ体育館

和歌山ビックホエール

(中学女子Ｆ・中学男子Ｅ．Ｓ）（小学女子Ｅ・Ｓ少学男子Ｅ・Ｓ)

第71回国民体育大会東京都予選会（成年男女）

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

駒沢オリンピック公園体育館

都高体連都大会兼全国総体予選会(学校対抗･個人E・S)

駒沢オリンピック公園体育館

中国無錫市

駒沢オリンピック公園体育館

東京都選手権大会女子フルーレ

山形県米沢市営体育館

京都府大山崎町体育館

駒沢オリンピック公園体育館

第69回都民大会(男子Ｆ･Ｓ団体･女子フルーレ・サーブル個人）

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・女子サーブル

東京都選手権大会男子フルーレ
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4

7

中学男子フルーレ・中学女子エペ・中学女子サーブル

駒沢オリンピック公園体育館
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沼津市プラザヴェルデ

フランス国ブールジュ市

駒沢オリンピック公園体育館

8

東京都選手権大会カデ男子エペ・女子エペ・女子サーブル

6

5

山口県岩国市総合体育館

9

第24回ＪＯＣジュニア・オリンピック･カップ大会東京都予選会

全日本南関東予選会大会個人戦（男子F・女子E・S）

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）
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日 場所 日

16
1日（土） 第71回国民体育大会（諸会議） 岩手県一関市総合体育館

２日（日）～ 岩手県一関市総合体育館
世田谷区立大蔵第二運動場体育館 ５日（水） 第71回国民体育大会（競技） 岩手県一関市総合体育館
１０月～平成２９年２月まで改修予定

８日(土) 第10回全国カデエペ選手権大会(男女）みのわカップ 長野県箕輪市社会体育館
９日(日)～ 第４回全国ジュニアエペ選手権大会(男女） 長野県箕輪市社会体育館

１０日（月・祝）

１０日（月）～ 2016年世界ベテラン選手権大会
１６日（日）

12日（水）～ 関東学生選手権大会（個人・団体）
14日（金）

17日（月）～ 関東学生選手権大会（個人・団体）
18日(火)

２３日（日） 第5回アジアＵ-２３選手権大会【諸会議・用具検査】
25日（火） 第5回アジアＵ-２３選手権大会 墨田区総合体育館

～30日（日）

日(土)～日(日) 第１4回全国少年団体選手権大会

５日(土)～ 日本体育協会公認指導員養成講習会 日本女子体育大学

６日(日)
１１日（金）～ 高円宮牌ワールドカップグランプリ「男子・個人・団体」

６日(日） 都高体連　新人大会  個人対抗 都立王子総合高校 １３日（日）

１６日（水）～ 第56回全日本大学対抗選手権大会

13日(日） 都高体連新人大会  学校対抗 都立王子総合高校 ２０日（日） 第66回全日本学生個人選手権大会

〃 都立王子総合高校

日(土) 第20回全国カデフェンシング選手権大会 水戸市民体育館

第６９回全日本選手権大会南関東予選会
２０日（日） 日本女子体育大学

（男子F・女子E・S）（女子F・男子E・S）

２６日(土)～ 第１7回全日本ベテラン選手権大会「国際オープン」 明治学院大学アリーナ

２７日(日) 兼 第33回滝口杯争奪ベテラン選手権大会

２６日(土)～ 日本体育協会公認指導員養成講習会 日本大学八幡山総合体育館 ３０日（水） 第６９回全日本選手権大会（個人戦） 【諸会議・用具検査】

２７日(日) 日本女子体育大学

１日(木)～ 第６９回全日本選手権大会（個人戦） 【競技】

４日（日）

１８日(日) 指導者講習会2016 日本大学八幡山総合体育館

１８日(日) 都高体連学年別大会 兼 私立高校フェンシング大会 都立王子総合高校

２２日(木) 第69回全日本団体選手権大会 【諸会議・用具検査】

23日（金・祝） 第69回全日本団体選手権大会 【競技】

～２５日(日) 第69回全日本団体選手権大会 【競技】

17 第24回ＪＯＣジュニア・オリンピック･カップ大会
５日(木)  【設営】 13時～                   
６日(金) ジュニア部門　男子フルーレ・女子エペ・女子サーブル「第１案｝
７日(土) ジュニア部門　女子フルーレ・男子エペ・男子サーブル「第１案」
８日(日) カデ部門　　　　男子フルーレ・女子エペ・女子サーブル「第１案」

９日(月・祝) カデ部門　　　　女子フルーレ・男子エペ・男子サーブル「第１案」

２７日(金) 関東選抜大会
２８日(土) 関東選抜大会
２９日(日) 関東選抜大会

日(日) 第１6回関東少年フェンシング大会

 日(土) 第27回西日本選手大会
日( ) 都理事会･代議員会（予定）

１８日（土）～ 第41回全国高校選抜大会
２０日(月・祝)

日(日) 平成28年度大山崎カップ

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） 関東ミニ国体

※東京都協会合同練習会 毎週木曜日(フルーレ）の指定された期間 H28(2016) 愛媛県 東京都 第71回　岩手県 第62回山口 関東ブロック 第2回東京都 東京 山梨　

      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 H29(2017) 福井県 東京都 第72回　愛媛県 第63回宮城 中地区 茨城

※ 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 H30(2018) 茨城県 第73回　福井県 第64回愛知 西地区 埼玉

   於  ：世田谷区大蔵第二運動場 体育館 H31(2019) 鹿児島県 第74回  茨城県 第65回南九州 東地区 山梨

(平成２８年１0月より平成２９年２月まで体育館工事により閉鎖） 第75回  鹿児島県 第66回北関東 中地区 千葉

 ※ 国際大会は主な大会のみを掲載しました。他は日本フェンシング協会のホームページを参照のこと。

◎ お願い
訂正・変更・追加等お分かりの方はお手数ですが、ご連絡ください。

全日本南関東予選会大会団体戦

駒沢オリンピック公園体育館

（四国中央市）

第71回国民体育大会（競技）

ドイツ国シュトラールズント市

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

甲府市総合市民会館山の都アリーナ

2

駒沢オリンピック公園体育館

山梨県甲府市

12

10

京都府大山崎町体育館

伊予三島運動公園体育館 

場所

駒沢オリンピック公園体育館

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

1

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

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

11

駒沢オリンピック公園体育館

都高体連　顧問会議

墨田区総合体育館

関連事業

参   考
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駒沢オリンピック公園体育館

東京都関係の事業

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


