
日 場所 日 派遣事業 日

６〔土）～１５（月） 2013年世界ジュニアカデ選手権大会

　　　　　　クロアチア国ポレチュ市

６（土） □2013年男女サーブル第１回全日本ランク選手権大会（女子）ＮＴＣ 船橋アリーナ

７（日） □2013年男女サーブル第１回全日本ランク選手権大会（男子）ＮＴＣ

13〔土）14〔日） □2013年女子フルーレ全日本ランク選手権大会 ＮＴＣ

2０（土） □第１３回九州尐年大会 大分県立情報科学高校 ２６～２８ 男子Ｆ：Ａ大会　ソウル

２６～２８ 男子S：Ａ大会　アテネ

２７(土) □東京都選手権大会シニア男子サーブル・女子エペ 大蔵第二運動場（旧厚生年金） ２７・２８ 女子Ｆ：ＧＰ大会　ソウル １２（金） 第６６回全日本選手権大会個人戦関西学連予選会（男女Ｆ）

２８(日) □東京都選手権大会シニア男子エペ・女子サーブル 大蔵第二運動場（旧厚生年金） ２７・２８ 女子Ｅ：ＧＰ大会　徐州 大山崎町体育館

29（月・祝） □東京都選手権大会シニア男子フルーレ 大蔵第二運動場（旧厚生年金） １3（土）～14（日）第６３回関西学連リーグ戦（男女Ｆ） 大山崎町体育館

３～５ 女子Ｓ：Ａ大会　シカゴ

４(土）５(日） ◎2013年　高円宮牌フェンシング選手権大会グランプリ 東京・駒沢公園体育館 ３～５ 男子Ｓ：Ａ大会　シカゴ ３（金） 第６６回全日本選手権大会個人戦関西学連予選会（男女Ｓ）

（　Prince Takamado Torophy Grand Prix） ３～５ 女子Ｆ：Ａ大会　上海 大阪市中央体育館

□第１３回東日本少年個人大会 ３～５ 男子Ｅ：Ａ大会　パリ 4（土）～5（日） 第６３回関西学連リーグ戦（男女Ｓ） 大阪市中央体育館

3日(金)(祝) (中学男子Ｆ・中学女子Ｅ．Ｓ) 台東リバーサイドＳＣ １１・１２ 男子Ｅ：GP大会　ベルン

4日(土)(祝) (中学女子Ｆ・中学男子Ｅ．Ｓ）（小学女子Ｆ尐学男子Ｅ．Ｓ)（尐学男子E.S尐学女子E.S）       〃 １７～１９ 女子Ｅ：Ａ大会　リオデジャネイロ

5日(日)(祝) 小学男子Ｆ、小学女子Ｆ）       〃 １８・１９ 男子Ｓ：ＧＰ大会　ワルシャワ 12（日）13（月） 関東学生リーグ戦（男子Ｆ・女子Ｆ） 駒沢公園屋内運動場

２４～２６ 男子E：Ａ大会　ブエノスアイレス 21（火）22（水） 関東学生リーグ戦（男子Ｓ・女子Ｅ） 駒沢公園屋内運動場

２４～２６ 男子Ｆ：Ａ大会　ハヴァナ 23（木）24（金） 関東学生リーグ戦（男子Ｅ・女子Ｓ） 駒沢公園屋内運動場

２３・２４ 女子Ｅ：ＧＰ大会　ハヴァナ

1１日(土) □東京都選手権大会シニア女子フルーレ 大蔵第二運動場（旧厚生年金） ２４・２５ 女子Ｆ：ＧＰ大会　マルセイユ

２５・２６ 女子Ｓ：ＧＰ大会　天津

11（土） □2013年男女サーブル第２回全日本ランク選手権大会（女子）ＮＴＣ

12（日） □2013年男女サーブル第２回全日本ランク選手権大会（男子）ＮＴＣ 16（木） 全日本選手権大会関西学連予選会（男女エペ個人）知多市体育館

12（日） 第１回男子エペランキングマッチ 大蔵第二運動場（旧厚生年金） 17（金）18（土） 関西学生リーグ戦（男女エペ） 知多市体育館

12（日） 第１回女子エペランキングマッチ ＮＴＣ

18（土）19（日） 第６６回全日本選手権大会南関東予選会（個人戦）台東リバーサイドＳＣ

２５(土) 第１回男子サーブルカデランキングマッチ ＮＴＣ ２５(土）２６（日） 第６６回全日本選手権大会北関東予選会 栃木県

２５(土) 第１回女子サーブルカデランキングマッチ ＮＴＣ

２６(日) 第１回男子サーブルジュニアランキングマッチ ＮＴＣ

２６(日) 第１回女子サーブルジュニアランキングマッチ ＮＴＣ

26(日） 関西学生リーグ入替戦 大山崎町体育館

３１日(金) 関東高等学校フェンシング大会  開会式 神奈川県藤沢市

１日(土)                  〃                個人対抗県立体育Ｃ

(６月) アジア選手権大会 ２日(日)                  〃                学校対抗

1（土）2（日） ○2013年63回全日本学生王座決定戦 大山崎町体育館 中国　上海市

９（日） □2013年世界ベテラン選手権大会第１回選考会 ＮＴＣ（予定） ８（土）９(日） 関東学生リーグ入替戦

JISS又はＮＴＣ

８(土）９（日） □第53回中日本選手権大会 知多市民体育館

１５（土） □東京都選手権大会カデ男子フルーレ 大蔵第二運動場（旧厚生年金）

１５（土） 第２回男子サーブルカデランキングマッチ ＮＴＣ

１５（土） 第２回女子サーブルカデランキングマッチ ＮＴＣ

１６（日） 第２回男子サーブルジュニアランキングマッチ ＮＴＣ

１６（日） 第２回女子サーブルジュニアランキングマッチ ＮＴＣ

２３（日） □中・四国尐年大会 岡山大安寺中等教育学校体育館

27（木）～30（日）◎全日本フェンシング個人選手権大会 代々木第一体育館

７(日） □2013年世界ベテラン選手権大会第２回選考会 ＮＴＣ（予定）

6（土）～17（水）ユニバーシアード

ロシア国カザン市

13(土) □東京都選手権大会カデ男子Ｅ・女子Ｓ 大蔵第二運動場（旧厚生年金）

14(日) □東京都選手権大会カデ男子Ｓ・女子Ｅ 大蔵第二運動場（旧厚生年金）

15(月・祝) □東京都選手権大会カデ女子Ｆ 大蔵第二運動場（旧厚生年金）

2０（土） 第１回男子フルーレランキングマッチ ＮＴＣ

２１（日） 第２回男子エペランキングマッチ ＮＴＣ 22（金）～25（日）第５０回東北高等学校選手権大会 川俣町体育館

２１（日） 第２回女子エペランキングマッチ ＮＴＣ

◎第２６回全国少年フェンシング大会 

２５(木) 11時競技開始 小学男女３・４年・小学５・６年 東京・駒沢公園体育館

２６（金） 中学男子フルーレ。中学女子エペ、サーブル 東京・駒沢公園体育館

２７(土) 中学男子エペ、サーブル、中学女子フルーレ 東京・駒沢公園体育館 2013NAVIミニムキャンプⅠ（小５） JISS

2013NAVIミニムキャンプⅠ（中１） JISS

2013NAVIミニムキャンプⅡ（小６） JISS

５(月)～1２(月) 2013年世界選手権大会

３（木）～７（日） ○平成25年度第56回全国高校総合体育大会 大分県日田市 ハンガリー国ブダペスト市

１９（月） 第３回男子サーブルカデランキングマッチ ＮＴＣ

１９（月） 第３回女子サーブルカデランキングマッチ ＮＴＣ

2０（火） 第３回男子サーブルジュニアランキングマッチ ＮＴＣ 16（金）～24（土）第2回アジアユース大会 23(金)～25(日) 第68回国民体育大会関東地区大会 神奈川県藤沢市

2０（火） 第３回女子サーブルジュニアランキングマッチ ＮＴＣ 中国　南京市

第68回国民体育大会東北地区大会

3１（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（旧厚生年金）

1（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（旧厚生年金）

７(土）８（日） ◎全国サーブルチャレンジカップ北海道大会 札幌市厚別区体育館

７（土） 第１回男子エペカデランキングマッチ ＮＴＣ

７(土） 第１回女子エペカデランキングマッチ ＮＴＣ

８(日） 第１回男子エペジュニアランキングマッチ ＮＴＣ

８(日） 第１回女子エペジュニアランキングマッチ ＮＴＣ

２1（土） □東京都選手権大会　ジュニア男子Ｅ，女子Ｓ 大蔵第二運動場（旧厚生年金） （９月） 第2回アジアU23選手権大会

22（日） □東京都選手権大会　ジュニア男子Ｓ、女子Ｅ 大蔵第二運動場（旧厚生年金） クウェート国クウェート市

２２(日)～２３(祝) ◎第３４回牧杯ジュニア選手権大会 京都府大山崎町体育館 関東学生選手権大会

関西学生選手権大会

２９(日） □第4２回大阪フェンシング選手権大会 なみはやドーム（大阪府立門真SC）

29（日） 第４１回大阪フェンシング選手権大会 なみはやドーム

　　　※　事業日程は予告なしに変更されることがあります。大会日程等についてはそれぞれの主催者の発行する要項でご確認ください。
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No.2

日 場所 日 派遣事業 日

6（日）～15（火）第６回東アジア大会 9（水）～14（月）関西学生選手権大会 大山崎町体育館

中国天津市

３(日) ○第6９回国民体育大会（ 諸会議・用具検査） 東京都台東リバーサイド

４(月)～７(木) ○第６９回国民体育大会（ 競技） 東京都台東リバーサイド

未定 第１回女子フルーレ世界カデ日本代表選考会 ＮＴＣ 1（火）～６（日）世界ベテラン選手権大会

未定 第１回女子フルーレ世界ジュニア日本代表選考会 ＮＴＣ ブルガリア国ヴァルナ市

1２(土)～１３(日) ◎第６回全国カデエペ選手権大会(男女） 長野県箕輪市社会体育館 19（土）21（日）第６６回全日本選手権大会南関東予選会８団体戦）

ＮＴＣ

下旬 ◎第２回全国サーブルチャレンジカップ 宮城県

２６(土)～２７(日) ◎第２６回全国少年フェンシング団体選手権大会 京都府大山崎町体育館

２７（日） ◎第１４回全日本ベテラン選手権大会(国際オープン）ＮＴＣ ２６（土） 第1２回北岡杯フェンシング大会 専修大学体育館

兼 第３０回滝口杯争奪ベテラン選手権大会

       

４（月）振替休日 ◎第１７回全国カデフエシング選手権大会 水戸市東町運動公園体育館

16(土）17(日）日本体育協会公認指導者養成講習会

６（水）～１０（日） ○第５３回全日本大学対抗選手権大会

〃 ○第６３回全日本学生個人選手権大会

未定 第２回女子フルーレ世界カデ日本代表選考会 ＮＴＣ

未定 第２回女子フルーレ世界ジュニア日本代表選考会 ＮＴＣ

21(木) ◎第65回全日本団体選手権大会（諸会議） 長崎県諫早市

22(金)～24(日) ◎第６５回全日本団体選手権大会（競技） 長崎県諫早市

２９（金） 2013年国際連盟総会 23（祝）予定 第４回太田雄貴杯森永製菓１日フェンシング・フェスタ(予定）

３０（土） 第２回男女エペジュニアランキングマッチ 山口県岩国市 フランス国パリ市

１(日） 第２回男女エペジュニアランキングマッチ 山口県岩国市

７（土） □2013年男女サーブル第３回全日本ランク選手権大会（女子）ＮＴＣ

８（日） □2013年男女サーブル第３回全日本ランク選手権大会（男子）ＮＴＣ ふなばＣhristmas Cup 船橋アリーナ 

未定 第３回女子フルーレ世界カデ日本代表選考会 ＮＴＣ

未定 第３回女子フルーレ世界ジュニア日本代表選考会 ＮＴＣ

◎第２１回ＪＯＣジュニア・オリンピック･カップ大会 駒沢オリンピック公園体育館

１０(金) ジュニア部門　男子フルーレ。女子エペ。女子サーブル 駒沢オリンピック公園体育館

１１(土) ジュニア部門　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

１２(日) カデ部門　　　　男子フルーレ。女子エペ。女子サーブル 駒沢オリンピック公園体育館

１３(月・祝) カデ部門　　　　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

男子Ｅ：ＧＰ大会　ドーハ

女子Ｅ：Ａ大会　ドーハ

男子Ｓ：ＧＰ大会　プロヴィディフ

男子Ｆ：Ａ大会　パリ

女子Ｓ：Ａ大会　ロンドン

男子Ｅ：Ａ大会　レニャーノ

女子Ｆ：ＧＰ大会　グダニスク

女子Ｓ：ＧＰ大会　オルレアン ２５(土)～２６(日) 関東高校選抜大会 神奈川県藤沢市

女子Ｅ：ＧＰ大会　ブダペスト

１（土）～２（日） □第１４回関東尐年フェンシング大会 群馬県高崎市中央体育館 女子Ｆ：Ａ大会　グダニスク

男子Ｓ：Ａ大会　マドリッド

８（土）～９（日） □第２６回西日本選手権大会 和歌山ビックホエール 女子Ｅ：Ａ大会　ライプチヒ

パリ・マラソンフルーレ

男子Ｓ：Ａ大会　パドヴァ

男子Ｅ：Ａ大会　ハイデンハイム

男子Ｆ：Ａ大会　ラコルニヤ

女子Ｓ：Ａ大会　ガント

女子Ｅ：Ａ大会　サンモール

男子Ｅ：Ａ大会　タリン

女子Ｆ：Ａ大会　STペテルスブルク

女子Ｓ：Ａ大会　ボローニャ

男子Ｆ：ＧＰ大会　STペテルスブルク

女子Ｆ：Ａ大会　タウバー

女子Ｅ：Ａ大会　バルセロナ

男子Ｓ：ＧＰ大会　ブダペスト

女子Ｓ：Ａ大会　アンタルヤ

男子Ｆ：ＧＰ大会　ベニス

男子Ｆ：Ａ大会　ボン

女子Ｆ：Ａ大会　トリノ

２１(金）～２３（日） ◎第３８回全国高校選抜大会 秋田市立体育館 男子Ｓ：Ａ大会　モスクワ

女子Ｓ：ＧＰ大会　モスクワ

２９(土）～３０（日） □東北尐年フェンシング大会 宮城県宮城野体育館 男子Ｅ：ＧＰ大会　バンクーバー

※　事業日程は予告なしに変更されることがあります。大会日程等についてはそれぞれの主催者の発行する要項でご確認ください。年度 国体 全日本（個人） 全日本（団体）全国尐年（個）全国尐年（団） 高校選抜 高校総体

【参考】 H24(2012) 第67回 岐阜県 第65回東京都 第65回東京都 第24回東京都 第24回京都府 第37回長崎 第58回富山

・第６７回和歌山国体より、ストレート種別が成年女子・成年男子・成年男子と年度で変わる。 H25(2013) 第68回 東京都 第66回東京都 第66回長崎県 第25回東京都 第25回京都府 第38回東日本 第59回大分

H26(2014) 第69回 長崎県 第67回東京都 第67回和歌山県 第26回東京都 第26回京都府 第39回中日本第60回神奈川

H27(2015) 第70回和歌山県 第68回東京都 第68回岩手県 第27回東京都 第27回京都府

H28(2016) 第71回　岩手県 第69回東京都 第69回愛媛県 第28回東京都 第28回京都府

H29(2017) 第72回　愛媛県

H30(2018) 第73回　福井県

H31(2019) 第74回   未定

H32(2020)  第75回 鹿児島

　※　事業日程は予告なしに変更されることがあります。大会日程等についてはそれぞれの主催者の発行する要項でご確認ください。

 ※ 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。

事業部長：吉澤博通 ＦＡＸ：０２７８－２４－３２９６
Ｅメール：ys2w4438@po.kannet.ne.jp
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