
2014年 日露武道交流年  
記念事業カレンダー 
【日本側認定事業】 

1. 日本武道館 平成26年 鏡開き式・武道始め  

日    時：1月13日  

会 場：日本武道館（東京）  

主催者：日本武道館   
HP: www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/gyouji_05.html 

3. プーチン大統領杯 

第40回全日本サンボ選手権大会 

／国際サンボ審判講習会 

日    時：2月7-9日  

会 場：横浜市南スポーツセンター 

    日本体育大学 

 （世田谷キャンパス） 

主催者：日本サンボ連盟 

    国際サンボ連盟 

    日露青年交流センター 

HP: www.japan-sambo.com 

2. 若手剣道家交流 
日    時：1月31日-2月6日 

開催地：モスクワ 
主催者：上智大学剣道部 
    ロシア剣道連盟 
    モスクワ剣道クラブ 
     「将軍」 
    日露青年交流センター 
HP: sophiakendo.web.fc2.com/i/ 

2014年12月8日現在 

写真提供：上智大学剣道部 

写真提供：日本武道館 

写真提供：日本サンボ連盟 



5. ロストフ剣道・なぎなた講習会／ 

第3回東日本大震災追悼 

「希望杯」争奪剣道大会 

日    時： 3月7-9日   

会 場：ロストフ・ナ・ドヌー  

主催者：在ロシア日本国大使館 

    ロストフ対日友好団体「きずな」 

    ロストフ州剣道連盟 

写真提供：ロストフ州剣道連盟 

4. 国際武道大学柔道部と 

クズバス柔道クラブとの 

柔道を通じての交流 

日    時： 2月15-21日  

開催地：ケメロヴォ州  

主催者：国際武道大学 

    クズバス柔道クラブ 
HP: www.budo-u.ac.jp 

写真提供：国際武道大学 

6. 第16回ジャパンカップ  

ジュニア空手道選手権大会 

日    時：3月23日   

会 場：横浜国際プール メインアリーナ 

主催者：空手道MAC 

極真会館ロシア 

 （ヴォルクタ市児童青年スポ
ーツ学校「スメナ」、ニジニ
・ノヴゴロド市児童青年用ス
ポーツ施設「ザレーチエ」） 

HP: www.karatedo-mac.com 

写真提供：空手道MAC 

7. ハバロフスク剣道講習会 

日    時：3月24日  

会 場：ハバロフスク市 

第4番学校体育館 

主催者：在ハバロフスク 

日本国総領事館 

    ハバロフスク地方剣道連盟 

写真提供：極東国立学術図書館付属日本情報センター 



11. 山下泰裕 柔道教室 

日    時：5月 16日  

開催地：柔道クラブ「Turbostroitel 」 

     （サンクトペテルブルク） 

主催者：柔道教育ソリダリティー 

    柔道クラブ「Turbostroitel 」 

写真提供： 
柔道教育ソリダリティー 

10. ニジニ・ノブゴロド武道交流プログラム 

日    時：5月15-22日  

開催地：東京，甲府，木更津 

主催者：正統正流無雙直傳英信流居合道国際連盟 

    ニジニノブゴロド「日本武道会」 

    日露青年交流センター 

9. 2014 全日本青少年空手道選手権大会 

日    時：4月26-27日   

開催地：戸田市スポーツセンター 

主催者：極真空手道連盟 極真館総本部 

極真空手道連盟 極真館ロシア連盟 

HP: www.kyokushinkan.org 

写真提供：極真空手道連盟 極真館総本部 

写真提供：空手道POINT&K.O.ルール協会 

8. POINT&K.O. 

第29回空手道選手権大会 

 設立10周年記念国際交流大会 

日  時：4月12-13日  

会 場：国立代々木競技場第二体育館 
主催者：空手道POINT&K.O.ルール協会 

    ロシア・コンバット空手 勢和会 
HP: www.karate-pointandko.com 

写真提供：正統正流無雙直傳 
英信流居合道国際連盟 



13. 日露弓道交流会  

日 時：5月31日-6月1日 

開催地：モスクワ市 

     児童（青年）創造会館 

主催者：全日本弓道連盟 

    ロシア弓道連盟 

写真提供：全日本弓道連盟
(Daniel Afrin) 

14. 空道 アジアカップ オープン 

日    時：6月12-15日  

開催地：「フェティソフ・アリーナ」 

     （ウラジオストク） 

主催者：全日本空道連盟 

    ロシア空道連盟 

HP: www.daidojuku.com; www.KU-DO.jp 

写真提供：全日本空道連盟 

12. ハバロフスク剣道大会  

日 時：5月24日 

開催地：スポーツクラブ「ワールド・クラス」 

     多目的ホール 

主催者：在ハバロフスク日本国総領事館 

ハバロフスク地方剣道連盟     

写真提供：在ハバロフスク日本国総領事館 

15. イルクーツク剣道講習会 

日    時：6月14-15日  

開催地：イルクーツク市26番学校 

主催者：在ハバロフスク 

日本国総領事館 

    対日友好団体 

「バイカル・日本」 

    バイカル剣道連盟 

    イルクーツク市26番学校 

写真提供： 
在ハバロフスク日本国総領事館 



19. 合気道ゆかりの地交流事業 

日    時：7月19-21日  

開催地：東京都，田辺市， 

京都市，札幌市，遠軽町 

主催者：合気道国際平和 

文化交流倶楽部 

ハバロフスク合気道協会 

写真提供：モスクワ大学合気道クラブ 

18. モスクワ大学合気道交流 

日    時：6月30日-7月7日  

開催地：東京 

主催者：明治神宮至誠館 

    モスクワ大学合気道クラブ 

    日露青年交流センター 

写真提供：財界二世学院合気道クラブ 

16. 若手合気道家交流 

日    時：6月15-21日  

開催地：ペルミ 

主催者：財界二世学院合気道クラブ 

    合気道クラブ「北極星」 

    日露青年交流センター 

17. 第1回在サンクトペテルブルク 

日本国総領事杯 弓道大会 

日    時：6月21-22日 

開催地：スポーツ施設「ディナモ」 

     （サンクトペテルブルク） 

主催者：在サンクトペテルブルク日本国総領事館 

サンクトペテルブルク伝統弓道連盟 

HP: www.kyudo.spb.ru 

写真提供：サンクトペテルブルク弓道連盟 

写真提供：合気道 
国際平和文化交流倶楽部 



写真提供：茨戸剣道会 

20. 日露友好杯剣道大会  

日    時：7月20日 

開催地：国立モスクワ・スポーツ 

 ・オリンピック準備学校 

 総合体育館 

（モスクワ） 

主催者：在ロシア日本国大使館 

ロシア剣道連盟 

多幸舘剣道道場 

21. 北海道・サハリン剣道団体交流 

日    時：8月2-6日  

開催地：ユジノサハリンスク 

主催者：札幌市北区剣道連盟茨戸剣道会 
    サハリン州剣道連盟 

    日露青年交流センター 

写真提供：堀越道場 

23. 日・サンクトペテルブルク 

合気道交流 

日    時：8月9-15日 

開催地：サンクトペテルブルク 

主催者：堀越道場 

    合気道団体 

「セイメイ」 

    日露青年交流センター 

写真提供：在ロシア日本国大使館 

22. サンクトペテルブルグ 

なぎなた講習会 

日    時：8月8-10日 

開催地：スポーツジム「タンレン」 

（ペテルブルク） 

主催者：在サンクトペテルブルク 

日本国総領事館 

サンクトペテルブルク 

なぎなた愛好会 写真提供： 
在サンクトペテルブルク日本国総領事館 



写真提供：日本拳法全国連盟 

27. 拳法交流／ 

全・日本拳法総合選手権大会 

日    時： 9月11-17日 

開催地：大阪市中央体育館 

（9月14日） 

主催者：日本拳法全国連盟 

    ロシア古武道連盟 

    日露青年交流センター 

HP: www.nipponkempo.gr.jp 

写真提供：WKO 新極真会 

25. カラテドリームカップ 2014  

国際大会 

日    時：8月23-24日 

開催地：東京体育館（東京） 

主催者：全世界空手道連盟 新極真会 

全世界空手道連盟 新極真会  

ロシア支部 

HP: www.shinkyokushinkai.co.jp 

26. 鳥取・ウラジオストク柔道交流 

日    時：8月23-28日 

開催地：ウラジオストク 

主催者：鳥取県柔道連盟 

    ウラジオストク市柔道連盟 

    日露青年交流センター 

24.平成26年度 

ひょうご・ロシア ハバロフスク 

青少年スポーツ交流 

日    時：8月19-24日 

開催地：ハバロフスク 

主催者：兵庫県教育委員会 

兵庫県柔道連盟 

ハバロフスク地方行政府 

写真提供：兵庫県教育委員会 



(2) 日本武道館 

開館５０周年記念 

日本武道祭  

日時：10月5日 

場所：日本武道館 

（東京） 

(1) 交流演武会 

日時：10月4日 

場所：日本武道館前広場 

（東京） 

30. ロシア連邦 

民族・伝統武道団  

日 時：10月2-8日 

開催地：東京 

主催者：日本武道館 

ロシア連邦スポーツ省 

ロシア武道連盟 

29. 第4回  

ヤロスラブリ柔道教室 

日    時： 10月3日 

開催地：スポーツセンター  

「オリンピエツ」 

 （ヤロスラブリ市） 

主催者：小松製作所（コマツ） 

スポーツクラブ 

「アレナール」 
HP: www.komatsu.co.jp 

写真提供：コマツ 

写真提供：日本武道館 

28. ペルミ空手道家交流 

日    時：9月17-22日 

開催地：ペルミ 

主催者：國際松濤館空手道連盟 

國際松濤館空手道連盟 

ロシア 

日露青年交流センター 
HP: www.skif.jp 

写真提供： 
國際松濤館空手道連盟 



32. 船越義珍杯  

第13回世界空手道選手権大会 
日    時： 10月17-19日 

開催地：日本武道館（東京） 

主催者：日本空手協会 

JKAロシア 
HP: www.jka.or.jp 

写真提供：日本空手協会 

33. アムール剣道大会・アムール剣道講習会  
日 時：10月24-26日 

開催地：ブラゴベシチェンスク市 
複合スポーツ施設「ユーノスチ」 

主催者：ジャパンアンドビキン 
在ハバロフスク日本国総領事館 
アムール剣道クラブ 

HP: www.amurkendo.ru 

34.モスクワ武道交流・講演  
日 時：10月28-30日 

開催地：モスクワ大学ジャーナリズム学部  
露日マスコミ文化研究センター 

モスクワ市児童・青年  
国立スポーツ学校「ボレッツ」 

主催者：NPO法人国際総合武道連盟 

「Sport for all」新聞 

HP: www.kokusouren.org 

31. ロシア地域合気道交流事業 

日    時：10月8-20日  

開催地：ハバロフスク，モスクワ， 

ノヴォクズネツク， 

ブラゴヴェシェンスク     

主催者：合気道国際平和文化交流倶楽部 

ハバロフスク合気道協会 

「アムール館」合気道倶楽部 

クズバス合気道協会 

写真提供：合気道 
国際平和文化交流倶楽部 

写真提供：ジャパンアンドビキン 

写真提供：国際総合武道連盟 



(2) 日本武道演武会 

およびワークショップ 
日時：11月8日  

会場：ルジニキ・オリンピック・ 

コンプレックス 小アリーナ 

写真提供：日本武道館 

36. 平成26年度 

ロシア連邦派遣  日本武道代表団 
日  時：11月5-11日  

開催地：モスクワ  

主催者：日本武道館 
在ロシア日本大使館 
ロシア連邦スポーツ省 
ロシア武道連盟 

HP: www.nipponbudokan.or.jp 

(3) 小規模演武会 
日時：11月10日  

会場：「サンボ70」学校 

(1) 武道文化セミナー 
日時：11月7日  

会場：ロシア国立体育スポーツ青年観光大学 

写真提供：日本武道館 

35. 極東地域剣道家交流 
日 時：11月2-9日 

開催地：東京  

主催者：友ランゲージアカデミー 
ハバロフスク地方剣道連盟 
ヴォリノ・ナデジュジンスコエ 

剣道東部協会 
アムール州剣道連盟 
日露青年交流センター 

写真提供：在ハバロフスク日本国総領事館 

写真提供：ロシア大統領府 



写真提供：樫本日本語教師 

40. 合気道家交流 

日    時： 12月2-8日 

開催地：イルクーツク 

    ハバロフスク  

主催者：合気会 

ハバロフスク地方合気道連盟 

イルクーツク地域合気道連盟 

ユーラシア言語大学 

日露青年交流センター 

写真提供：日本サンボ連盟 

39. 2014年 世界サンボ選手権大会 

日 時：11月21-23日  

開催地：成田市中台運動公園体育館 

主催者：日本サンボ連盟 

    国際サンボ連盟 

HP: www.japan-sambo.com 

38. ウリヤノフスク弓道・合気道交流 

日 時：11月17-24日 

開催地：千葉 

主催者：千葉県弓道連盟山武郡市支部 

北総合気会 

ウリヤノフスク弓道連盟 

日露青年交流センター 

写真提供：ウリヤノフスク州 
弓道連盟 

37. 柔道の講演，演武及び指導 

日 時：11月11-24日 

開催地：ウラジオストク，ハバロフスク， 

ユジノサハリンスク，モスクワ 

主催者：国際交流基金 

在ロシア日本国大使館 
在ウラジオストク日本国総領事館 

在ハバロフスク日本国総領事館， 

在ユジノサハリンスク日本国総領事 

協 力：講道館 

写真提供：国際交流基金 



写真提供：サハリン州剣道連盟 

41. 沖縄空手・古武道交流 
日 時：12月11-18日 

開催地：沖縄 

主催者：全沖縄空手道連盟 
沖縄伝統空手道振興会 
モスクワ武道連盟 
Ryukyu Rapport Company 
日露青年交流センター 

42. 剣道・居合道・杖道講習会    
日 時：12月14-16日 

開催地：ユジノサハリンスク 

主催者：在ユジノサハリンスク 
日本国総領事館 

    サハリン剣道連盟 
サハリン居合道連盟 
サハリン国立総合大学 

43. 第４回世界青少年空手道 

選手権大会 
日 時：12月20-21日 

開催地：モスクワ・マーシャル
アーツ・センター 

主催者：極真空手道連盟  
極真館総本部 

極真空手道連盟  
極真館ロシア連盟 

HP: www.kyokushinkan.org 

写真提供：極真空手道連盟 極真館総本部 

写真提供：モスクワ武道連盟 


