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[2022/10/12 現在]



令和４年 ４月　行事予定表

日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

2 土 全国 全日本選抜体重別選手権① 福岡国際S

全国 全日本選抜体重別選手権② 福岡国際S

東部 新国際審判規定説明会 長岡体育館 9:30

東部 小学生学年別地区予選 長岡体育館 13:00

西部 西部支部総会・審判規定伝達講習会 浜松市武道館 9:00

東部 中学会長杯団体地区予選 市立沼津高 9:00

東部 高校春季男女団体 市立沼津高 14:00

中部 中学会長杯団体地区予選 静岡市北部 8:00

中部 高校春季男女団体 静岡市北部 12:00

全国 全日本カデ体重別選手権 未定

県 中央会計監査 静岡市北部 10:30

西部 小学生学年別地区予選 浜松市武道館 9:00

11 月 県 5/1開催:四・五段審査会申込〆切

16 土 西部 静岡県西部支部中学会長杯・春季高校大会 浜松市武道館 8:00

全国 全日本女子柔道選手権大会 横浜武道館

県 東海"形"競技会出場選手練習会 静岡市南部 13:00

西部 ５月度審査会 浜松市武道館 9:00

23 土 県 第1回常任理事会 県スポ協会館 10:30

中部 形講習会(固,柔,極,護) 静岡市北部 8:30

中部 ５月度審査会 静岡市北部 12:20

28 木 全国 全国柔道高段者大会 講道館

29 金 全国 全日本柔道選手権 日本武道館

東部 高校総体男女個人 市立沼津高 10:00

中部 高校総体男女個人 静岡県武道館 10:00

西部 高校総体男女個人 浜松市武道館 8:00

令和４年　５月　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

中部 ５月度一審 静岡市北部 12:30

中部 高校総体男女個人 静岡県武道館 10:00

県 四・五段審議会 静岡市北部 10:30

県 第1回理事会（決算） 静岡県武道館 10:30

県 会長杯中学団体大会 静岡県武道館 13:00

全国 全国少年大会合同錬成会 講道館

全国 全国少年大会 講道館

東海 東海「形」競技会 大垣市武道館 10:00

7 土 中部 第2回静岡親善中学体重別大会 静岡市北部 9:00

8 日 東部 ５月度審査会 市立沼津高 13:00

14 土 県 県高校総体男女個人 静岡県武道館 10:00

15 日 県 全国小学生学年別大会_県予選 静岡県武道館 10:00
全国中部 マルちゃん杯少年柔道教室 津市ｻｵﾘｰﾅ

東海 東海学生夏季優勝_男/女 愛知県武道館
全国中部 マルちゃん杯少年柔道大会 津市ｻｵﾘｰﾅ

西部 静岡県高等学校定通制春季大会 浜松市武道館 9:00

県 県高校総体男女団体 静岡県武道館 10:00

全国 全日本実業柔道個人選手権① 広島ＧＡ

全国 全日本実業柔道個人選手権② 広島ＧＡ

東部 富士市柔道選手権大会 富士川体育館 10:00

中部 形講習会(一級～五段) 静岡市北部 8:45

中部 ６月度月次 静岡市北部 12:30

日3

日24

土30

4 水

土9

日10

日17

日29

1 日

5 木

土21

28 土

22 日



令和４年　６月　行事予定表

日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

4 土 西部 ６月度一級審査 浜松市武道館  9:00

5 日 西部 ６月度月次 浜松市武道館 13:00

県 全日本ジュニア男女_県予選 静岡県武道館 10:00

全国 全日本「形」競技会 講道館

12 日 東部 ６月度一審・月次　 市立沼津高 13:00

18 土 東海 東海高校総体① 愛知

東海 東海高校総体② 愛知

県 女性柔道交流会 静岡市北部 8:30

東部 形講習会(一級～五段) 香陵武道場 13:00

西部 遠州大会 さわやかアリーナ 9:00

20 月 関東 関東警察柔道大会① 関東管区警察学校 9:00

21 火 関東 関東警察柔道大会② 関東管区警察学校 9:00

県 県体重別選手権大会 静岡県武道館 10:00

県 八段審議"古式の形" 静岡県武道館

全国 全日本学生優勝大会① 日本武道館

全国 全日本学生優勝大会② 日本武道館

東部 指導者講習会(審判・安全講習会含む） 香陵武道場 9:00

西部 審判規定講習会・安全更新講習 浜松市武道館 9:00

中部 静岡市中体連男女団体個人 静岡市北部 8:00

令和４年　７月　行事予定表

日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

3 日 東海 東海高段者大会 大垣市武道館 10:00

4 月 県 7/31開催:四～七段審査会 申込〆切

9 土 東海 審判Ａライセンス_審判研修 大垣市武道館

東海 全日本ジュニア東海予選 大垣市武道館 10:00

東海 審判Ａライセンス_審判試験 大垣市武道館 10:00

西部 ７月度審査会 浜松市武道館 9:00

中部 静岡市民大会(小学生) 静岡市北部 8:30

中部 ７月度審査会 静岡市北部 12:20

16 土 東海 （中止）東海ブロック合宿① 岐阜県内

東海 （中止）東海ブロック合宿② 岐阜県内

東部 ７月度審査会 市立沼津高 13:00

18 月 東海 （中止）東海ブロック合宿③ 岐阜県内

全国 金鷲旗柔道大会① 未定

西部 ～３０日（土）初心者柔道教室 浜松市武道館 9:00

24 日 全国 金鷲旗柔道大会② 未定

25 月 全国 金鷲旗柔道大会③ 未定

26 火 県 県中学総体①　男女団体 静岡県武道館

27 水 県 県中学総体②　男女個人 静岡県武道館

県 四～七段審査会 静岡市中央体 10:00

全国 全国少年少女錬成会 日本武道館

西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00

11 土

19 日

17 日

23 土

31 日

土25

26 日

日10



令和４年　８月　　行事予定表

日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

1 月 西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00

2 火 西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00

東海 東海中体連①　団体 静岡県武道館

全国 全国高校総体① 愛媛県武道館

東海 東海中体連②　個人 静岡県武道館

全国 全国高校定通制大会 講道館

全国 全国高校総体② 愛媛県武道館

東部 ８月度一審・月次　 市立沼津高 13:00

8 月 全国 全国高校総体③ 愛媛県武道館

9 火 全国 全国高校総体④ 愛媛県武道館

10 水 全国 全国高校総体⑤ 愛媛県武道館

東部 形勉強会(柔・極) 香陵武道場 9:00

東部 形講習会(一級～五段) 香陵武道場 13:00

中部 形講習会(一級～五段) 静岡市北部 8:30

中部 ８月度一審・月次 静岡市北部 12:20

13 土 西部 ８月度一級審査・形講習会(一級～五段) 浜松市武道館 9:00

西部 ８月度月次・形講習会(一級～五段) 浜松市武道館 9:00

中部 指導者ﾗｲｾﾝｽﾎﾟｲﾝﾄ講習会(安全・審判法含) 静岡市北部 8:00

東海 国体東海予選 大垣市武道館 10:00

東海 八段特別審議会 大垣市武道館

22 月 全国 全国中学校柔道大会①　女子団体 福島県須賀川Ａ

23 火 全国 全国中学校柔道大会②　男子団体 福島県須賀川Ａ

24 水 全国 全国中学校柔道大会③　女子個人 福島県須賀川Ａ

25 木 全国 全国中学校柔道大会④　男子個人 福島県須賀川Ａ

27 土 全国 全日本実業団個人① ベイコム

全国 全日本実業団個人② ベイコム

全国 全国小学生学年別大会 横浜武道館

東海 審判Ｂライセンス_審判試験 愛知県武道館 9:00

東海 東海学生体重別大会_男/女 愛知県武道館

西部 マルちゃん少年柔道教室 サーラグリーンアリーナ

西部 ９月度審査会・指導者形講習会 浜松市武道館 9:00

14 日

21 日

6 土

7 日

11 木

日28



令和４年　９月　　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

県 Ａライセンス審判員候補研修会 静岡市北部 14:00

中部 高校シード決め 静岡県武道館 10:00

中部 ９月度審査会 静岡市北部 8:30

県 東海"形"Ｂ候補者練習会 静岡市北部 13:30

東部 ９月度審査会 市立沼津高 13:00

西部 9月度審査会 浜松市武道館 9:00

西部 親子柔道教室 浜松市武道館 9:00　12:00

全国 全日本ジュニア① 埼玉県武道館

西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00

全国 全日本ジュニア② 埼玉県武道館

東部 東部高校選手権大会 市立沼津高 10:00

13 火 県 （延期）静岡県警察柔道大会 静岡市北部 9:00

中部 （中止）中部柔道祭(中学) 静岡市北部 8:30

中部 中部柔道祭(高校) 静岡市北部 12:30

県 （延期）小学生学年別大会 静岡県武道館 10:00

全国 マルちゃん杯 東京武道館

西部 浜松市スポーツ祭 浜松市武道館 9:00

20 火 全国 （延期）全国警察柔道選手権大会 東京都内 9:00

23 金 西部 西部高校新人シード権獲得試合 浜松市武道館 9:00

中部 （中止）中学トレセン 静岡市北部 9:00

西部 10月度一級審査・形講習会(一級～五段) 浜松市武道館 9:00

中部 （中止）中部柔道祭(小学) 静岡市北部 8:00

中部 （中止）中部柔道祭(一般) 静岡市北部 12:00

東部 10月度一審・月次　 市立沼津高 13:00

西部 10月度月次・形講習会 浜松市武道館 9:00

10 土

17 土

24 土

3 土

4 日

25 日

11 日

日18



令和４年１０月　　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

全国 全日本学生体重別大会① 日本武道館

西部 柔道祭・フェスタ（高校） 浜松市武道館 9:00

中部 静岡市民大会(中学) 静岡市北部 8:30

中部 静岡市民大会(一般) 静岡市北部 12:30

全国 全日本学生体重別大会② 日本武道館

東海 六段・七段審議会 大垣市武道館 9:30

東部 東部少年柔道大会 長岡体育館 10:00

西部 （中止）柔道祭・フェスタ（小学・一般） 浜松市武道館 9:00

全国 国民体育大会① 栃木県ｺｳｹｲ武道館

東部 高校選手権男女個人 市立沼津高 10:00

全国 国民体育大会② 栃木県ｺｳｹｲ武道館

東部 形講習会(一級～五段) 香陵武道場 13:00

全国 国民体育大会③ 栃木県ｺｳｹｲ武道館

中部 高校選手権男女個人 静岡県武道館 10:00

12 水 全国 全国警察柔道大会 東京都内 9:00

全国 全日本学生体重別団体① ベイコム

西部 高校選手権男女個人 浜松市武道館 8:00

全国 全日本学生体重別団体② ベイコム

東部 柔道祭・フェスタ（全種別） 長岡体育館 10:00

21 金 東海・近畿 東海・近畿ブロック合宿① 未定

22 土 東海・近畿 東海・近畿ブロック合宿② 未定
東海・近畿 東海・近畿ブロック合宿③ 未定

中部 少年学年別大会 静岡市北部 8:30

中部 11月度審査会 静岡市北部 12:20

全国 講道館杯体重別① 千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ

東部 高校選手権男女個人（予備日） 市立沼津高 10:00

全国 講道館杯体重別② 千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ

東部 11月度審査会 市立沼津高 13:00

令和４年１１月　　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

県 第64回静岡県柔道祭　審判会議10:30- 静岡県武道館 10:30

県 静岡県高等学校定通制秋季大会 浜松市武道館 9:00

県 Ｃ指導員養成講習会②-１ 静岡市北部 9:00

東部 賀茂地区講習会 下田 14:00

西部 高校選手権男女個人（予備日） 浜松市武道館 9:00

6 日 東部 賀茂大会 南伊豆武道館 9:30

県 Ｃ指導員養成講習会②-２ 静岡市北部 9:00

県 Ａライセンス審判員候補者_学科試験 静岡市北部 14:00

県 県トレセン① 未定

県 県トレセン② 未定

東部 田方大会 長岡体育館 9:00

中部 形講習会(一級～五段) 静岡市北部 8:30

中部 １月度一審・月次 静岡市北部 12:20

西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00

中部 中学トレセン 静岡市北部 9:00

23 水 全国 全日本産業別大会 講道館

東部 （12/11に延期）伊豆の国市少年錬成大会 長岡体育館 9:30

西部 11月度審査会 浜松市武道館 9:00

土1

8 土

9 日

10 月

16 日

15 土

2 日

5 土

12 土

13 日

日23

29 土

日30

3 木

19 土

27 日



令和４年１２月　　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等
2 金 世界 グランドスラム東京① 東京体育館
3 土 世界 グランドスラム東京② 東京体育館
4 日 世界 グランドスラム東京③ 東京体育館
5 月 全国 全国警察柔道選手権大会① 警察大学校 9:00
6 火 全国 全国警察柔道選手権大会② 警察大学校 9:00
10 土 東部 少年シード選考会 香陵武道場 9:30

東部 伊豆の国市少年錬成大会 長岡体育館
東海 東海地区講道館形講習会 大垣氏武道館
東部 １月度一審・月次　 市立沼津高 13:00
西部 小学生ウインターリーグ(ｼｰﾄﾞ参考) 浜松市武道館 9:00

令和５年　１月　　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

東海 （1/21-22に延期）東海ブロック合宿(中学)① 岐阜県内
西部 1月度一級審査 浜松市武道館 9:00
県 静岡県武道館_武道初め 静岡県武道館 12:00

東海 （1/21-22に延期）東海ブロック合宿(中学)② 岐阜県内
東部 形講習会(一級～五段) 香陵武道場 13:00
西部 1月度月次 浜松市武道館 9:00

9 月 東海 （1/21-22に延期）東海ブロック合宿(中学)③ 岐阜県内
県 高校選手権男女個人 静岡県武道館 10:00
県 Ａライセンス審判員候補者実技試験 静岡県武道館

21 土 東海 東海ブロック合宿（中学）① 岐阜メモリアルセンター

東海 東海ブロック合宿（中学）② 岐阜メモリアルセンター

中部 女性部会事業 静岡市北部 9:30
中部 小学生ウインターリーグ(ｼｰﾄﾞ参考) 静岡市北部 14:00
県 高校選手権男女団体 静岡県武道館 10:00
県 審判委員総会 静岡県武道館

29 日 西部 （中止）士道館柔道大会 引佐総合体育館 9:00
29 日 県 全日本選手権予選 静岡県武道館 10:00
令和５年　２月　　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等
4 土 県 トレセン① 　※中高指導者養成事業 未定

県 トレセン② 未定
西部 2月度審査会 浜松市武道館 9:00
西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00
中部 ２月度審査会 静岡市北部 8:30
中部 静岡親善大会 静岡市北部 13:30

12 日 東部 ２月度審査会 市立沼津高 13:00
18 土 県 県会長杯中学個人 静岡県武道館 10:00

県 全国少年大会_県予選 静岡県武道館 9:00
県 静岡県段別柔道大会 静岡県武道館 13:00

中部 形講習会(一級～五段) 静岡市北部 8:30
中部 小学生学年別予選 静岡市北部 13:00
中部 「形」指導者勉強会 静岡市北部 9:00
中部 ３月度一審・月次　 静岡市北部 11:20

令和５年　３月　　行事予定表
日 曜 支部等 行事名 会場 開始時刻等

県 「形」競技会 静岡市北部 10:30
県 「形」講習会 静岡市北部 13:00
県 Ｂライセンス審判員候補 学科試験 静岡市北部 14:00

東海 東海連合 理評会 大垣市武道館 AM
東海 全日本東海予選 大垣市武道館 PM
東部 ３月度一審・月次　 市立沼津高 13:00
西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00
県 第3回理事会(予算) 静岡市北部 13:30

西部 高校練習会 浜松市武道館 9:00
18 土 西部 ３月度一級審査・形講習会(一級～五段) 浜松市武道館 9:00

東部 形講習会(一級～五段) 香陵武道場 13:00
西部 ３月度月次・形講習会(一級～五段) 浜松市武道館 9:00

20 月 全国 全国高校選手権① 日本武道館
21 火 全国 全国高校選手権② 日本武道館
25 土 全国 近代柔道杯全国中学生大会① 埼玉武道館
26 日 全国 近代柔道杯全国中学生大会② 埼玉武道館
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