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月 日 全国及び東海 日 全県 日 東部地区 中部地区 西部地区

審判講習会・会監 　　　　9時半　   沼東 審判講習会         8時半　　　静北体 審判・指導者講習会   9時    　浜市武

4(土) 指導者講習会 　　　　　　　13時　 沼東 小学生学年別     12時45　　　静北体 ↑　終了後・地区会計監査   　浜市武

5(日)         登録等担当者会議

12(日） 小学生学年別       　　　9時半　　  　香陵 指導者講習会       8時半　　　 静北体 小学生学年別    10時        浜市武

12(日) 全日本カデ体重別選手権 　大阪なみはや 中学県会長杯男・女団体 12時半　静北体         ↑　終了後・登録等担当者会議

地区会計監査　　  　  17時　　　静北体

中学県会長杯男・女団体  9時半 浜市武

地区春季高校柔道　        9時半 浜市武

19(日) 地区春季高校柔道　10時　　沼市高

19(日) 全日本女子選手権　　　　　　  横浜文化体 19(日) 県会計監査・総務委員会  13時  静北体 25(土) 地区春季高校柔道　13時 　静岡商業

28(火) 全国高段者大会　　　　　　   　　　 講道館 少年強化練習会       8時半　静北体 審査会　　　　　　　　　9時半　　　浜市武

29(水祝) 全日本選手権　　　　　　　　 　日本武道館 審査会                   11時半　静北体         ↑　終了後・少年練習会

4(月祝) 全国少年錬成会 　　　　　　 　　　　講道館 3(日） 県中学会長杯男・女団体 10時　静北体 高校総体体重別男・女個人 9時半浜市武

５(火祝） 全国少年大会　 　　　　　　 　　　　講道館 四･五段　審査・審議会     10時　     　         ↑　終了後・登録等担当者会議

理事会                         　13時　静北体

10(日) 講道館・東海「形」講習会　　 沼津市立高 16(土) 高校総体男・女個人　 　10時　    県武館

17(日） 県柔整師大会　　　　　     9時     県武館

23(土) 高校総体男・女団体　 　10時　    県武館 24(日)

30(土) マルちゃん柔道教室　　　　　　松本体育館 24(日) 全国小学生学年別県予　10時  　 静北体 1級審査・月次　　  　　9時　　  　静北体

31(日) マルちゃん杯大会 　　　　　　　松本体育館 31(日) 形講習会 1級～五段　13時　　　静北体

指導者形講習会        9時　　　 静北体

16(火） 関東警察大会　　関東管区警察学校 審査会　　　　　　   　　11時半   静北体

20(土) 1級審査　　　　　　  9時半　   　浜市武

21(日) 1級審査・月次　　　　13時　　　   沼市高

27(土)

28(日) 28(日) C級更新講習会 　　　　　9時　　静北体 28(日) 形講習会　1級～五段      13時　　沼市高 月次            　　　　9時半　   　浜市武

27(土) 東海国立大学大会　　　　　　　　静北体

東海高段者大会　午前　名張武道交流館 4(土) 全日本ｼﾞｭﾆｱ男・女県予選　10時  県武館

東海「形」競技会　午後　名張武道交流館 5(日） 審査会　　　　　　　　　13時　　　   沼市高

11(土) Aﾗｲｾﾝｽ研修・試験　　　愛知県武道館

12(日) ジュニア東海予選　　　　 愛知県武道館

18(土) 県体重別選手権　    　10時　　   県武館

20(月祝) 総務委員会　　　　大会終了後

16(木)～22(水) 夏期講習会第一部(形)　　　　　　　講道館 19(日) 審査会　　　　　　　　　9時半　　浜市武

22(火)

24(木) 25(土) 県中学総体男女団体  9時半　  　静北体

26(日) 東海柔整師大会　　　　浜北ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ 　 26(日) 県中学総体男女個人　9時半    　静北体

　　1(土) 全国教員大会　　　　　  　　 講道館 1級審査・月次　    　    9時　　　　静北体

　　2(日) 全日本少年少女錬成大会　　日本武道館 形講習会　1級～五段　13時　  　静北体  　

　　2(日) 全国高校定通制大会　　　         　講道館

8(土)～9(日) 東海中学総体 　　　　三重県ゆめドーム

8(土)～12(水) 全国高校総体　　　　    　　奈良県天理市

17(月) 15(土)

20(木) 16(日) 13(木)

23(日) 国体東海予選　 　10時　名張武道交流館 14(金)

29(土)～30(日) 全日本実業個人選手権ベイコム総合体育館

30(日) 全国小学生学年別大会  　　　　 山梨県 指導者形講習会　　　　　　9時　　沼市高 少年強化練習会　  　8時半　　　　静北体 審査会　　　　　　　　9時半　　　　浜市武

30(日) 東海学生体重別　　　　　      　　愛知県武 形講習会　1級～五段     13時　　沼市高 審査会　　　　　　　　11時半 　   　静北体 指導者形講習会　　　13時　　　　浜市武

高校総体体重別男・女個人
　　　　　　　　　　　　　 9時半　　  　県武館

2(土）

5

月

26(日) 審査会　　　　　　　　　13時　　　   沼市高

高校総体体重別男・女個人
　　　　　　　　　　　　　　10時   　　  沼市高

全日本選抜体重別選手権　　 　      福岡

東海学生夏季優勝大会　 　 　　愛知県武
東海Ｂライセンス試験　　　　　　愛知県武

9(土)

18(土） 中学県会長杯男女・団体　10時　　沼市高
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8

月
東部高校選手権　　　　10時     　沼市高

全日本学生優勝大会　　　   　　日本武道館

5(日)

6(土)
7(日)

5(日）

17(日）

7
月

全国中学総体　　　　　　　北海道函館市

東海高校総体　　　　　　　　　静岡県武道館

金鷲旗大会　　　　　　　   マリンメッセ福岡

20(土)
21(日)

東アジア大会　　　　　　　　　愛知県武道館

30(日)

20(土)
21(日)

C指導者養成講習会　　　9時　　静北体

月次　　　　　　　9時半      　  　浜市武
月次終了後　形講習会 1級から五段

9日)

富士地区大会　　　　　9時　     富士体セ31(日)

14(日)

東海ブロック小学強化合宿  豊田市武道館

1級審査　　　　9時半　　　 　   浜市武
1級審査終了後　形講習会　1級～五段

1級審査・月次　　　　13時　　　   沼市高

遠州大会　　　　　　　　9時　  袋井体

2(日)

8(土)

4

月

18(土)

6
月

全日本実業団体対抗大会  　秋田県武道館
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　　6(日) 東海定通大会　　　　　　　浜松市武道館 4(金) 県下警察柔道大会　　    9時      静北体　 5(土)

11(金) 全国警察選手権大会     　　　日本武道館 6(日) 審査会　　　　　　　　　13時　　   沼市高 高校柔道講習会   　　　　 9時　県武館

12(土) 全日本ジュニア　　　　       埼玉県武道館 12(土) Aライセンス研修会  　14時　   　県体協

13日) 四～六段審査・審議会 10時

19(土)・20(日) ベテランズ大会　　　　　佐賀県 全国青年大会　　　　  11時　　 　静北体

20(日) 東海小学生柔道大会 総務委員会　　　　　　大会終了後 20(日) 浜北大会　　　　　9時半　　ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ

22(火・振) マルちゃん全日本少年大会　東京武道館 23(水祝) 県少年学年別大会　　9時　　県武館

27(日) 東海柔連審議会　  　浜松市武道館

3(土)～4(日) 全日本学生体重別選手権 　 日本武道館 3(土) 全国高校選手権男・女個人10時 沼市高 全国高校選手権男・女個人9時半県武館 全国高校選手権男・女個人9時半 浜市武

4(日) 1級審査・月次　　　　　　13時   　沼市高

8(木)～11(日) 近畿・東海ジュニアブロック 静岡県武道館

12(月) 日整全国大会　　　　　　      　 　 講道館 11(日) 県大学高専秋季大会　 　10時　　  静産大　

14(水) 全国警察大会　　　       　　　日本武道館

12(月・祝) 中部招待大会　 　　9時半　　　　県武館

24(土) 県警察少年錬成大会　 　9時半　 静北体　

24(土) 全日本学生体重別団体優勝大会 柔道ﾌｪｽﾀ・柔道祭地区予選(一般)　8時半

25(日)                      ベイコム総合体育館 審査会　　　　　  　　11時半   　　静北体

31(土) 柔道祭地区予選(中学)   12時半　静北体 柔道祭地区予選  9時半　 　　浜市武

7(土) 柔道ﾌｪｽﾀ・柔道祭地区予選 中部少年大会　兼　　

8(日)                 10時　沼体セ 柔道祭地区予選(小学)　　8時半   静北体

14(土) 全国青年大会　　　　　　　　　　講道館 14(土) 理事会　　　　　　　　　　 １７時　　静岡市

15(日) 東海学生冬季優勝大会(男女)　 愛知県武 14(土) 審査会　　　　    　　9時半　 　　浜市武

21(土) 全日本「形」競技会　　　　　　     　講道館 15(日)         ↑　終了後・少年練習会

22(日) 全日本視覚障害者柔道大会　  　講道館 21(土) Ａライセンス学科試験　　14時　  　県体協

23(月振) 全日本産業別大会　　　　　   　　講道館 22(日) 県柔道祭　　　　　　　　　 9時半　  県武館 29(日) 親子体験柔道教室　　10時　　　静北体

4(金) 6(日) 小学生柔道教室　 　　　 9時半　静北体

6(日) 13(日) C指導者更新講習会　　    9時  静北体

19(土) 黒潮旗　　　　　　　　　　　　　東海翔洋高 23(水・祝) 1級審査・月次9時形1級～五段13時 静北体

10(日) 鏡開式　　　　　　　　　　　　　　　　　講道館 9(土) 武道始　　　　　　　　　　　　12時半  県武館 9(土) 1級審査　　　　　　　　　9時半　 　浜市武

9(土) 月次　　　　　　 　　　　　9時半　 　浜市武

11(月・祝)         ↑　終了後・少年練習会

Ａライセンス実技試験    10時　  　県武館 少年強化練習会　  　8時半　　　　静北体

全国高校選手権男・女団体県予選 審査会　　　　　　　　 11時半    　　静北体

　　　　　　　　　　　　　　　10時　　　県武館 24(日) 審査会　　　　　　　　　9時半　  　浜市武

31(日) 形講習会1級～五段　　13時　    　沼市高 静岡親善大会　　　  　9時 　　　　静北体 引佐大会　　　　　　　　　9時　 引佐総体

全日本選手権男・女  　10時　 　　 県武館

表彰審査委員会・総務委員会 12時半

13(土) 7(日) 審査会　　　　　　　　　　13時　　   沼市高

14(日) 1級審査・月次　     　    9時　　　　静北体

県中学会長杯個人　　　10時　　　静北体 形講習会　1級～五段　13時　  　

理事会  　　　              　１３時　　静北体

全国少年大会予選　       　 10時

県三～五段・女二・三段試合 13時県武館

「形」競技会                    10時     静北体

講習会「護身術・五の形」１３時　　静北体

6(日) 1級審査・月次　　　   13時　      沼市高 県スポ少年団　　　　　　　ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ

19(土) 12(土） Ｂライセンス試験　　　　　14時　   県体協

20(日)

26(土) 近代柔道杯全国中学生大会

27(日)      　　　　　　　　　　　　　　 大宮武道館

11
月

3

月

審査会　　　　　　　　　　13時　　 沼市高

全国高校選手権男・女個人県予選
　　　　　　　　　　　　　　　10時　  　県武館

6(日)

20(日)

柔道祭地区予選   9時半　 　　浜市武

8(日) 賀茂大会　　　　　　　　9時半 　　南伊豆

10(日) 1級審査・月次　　　　  13時　　  　沼市高
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5(土)

28(日)

16(土)

28(日)

県トレセン合宿　　    　9時  　　  県武館

27(土)

17(日)

1(日)

18(日) 東部少年大会　　　　　　9時半　　沼体セ

24(日)

10(土)

25(日)

1級審査　　　　9時半　　　 　   浜市武
1級審査終了後　形講習会　1級～五段

田方大会　　　　　　  　9時　　　　韮山体     13日)

形講習会1級～五段　　　13時　   沼市高11(日)

全国高校選手権　　　　　  　日本武道館

東海柔連理評会（午前）
全日本男・女東海予選（午後）浜松市武道
館

県トレセン合宿　  　　　　9時　　　県武館

1

月

グランドスラム東京　　　　　　　東京体育館

2

月

12
月

6(土)

月次　　　　　　　9時半      　  　浜市武
月次終了後　形講習会 1級から五段

13(日） 形講習会1級～五段　　13時　    　沼市高

1級審査　　　        　9時半　　　  浜市武
1級審査終了後　形講習会　1級～五段

5(土)

12(土)

14(日)

月次　　　　 　    　   9時半      　 浜市武
月次終了後　形講習会 1級から五段

東海ブロック中学強化合宿　　　  豊田市武　　

3(土)～5(月) 国体柔道競技　　 　　　和歌山ﾋﾞｯｸﾞｳｴｰﾌﾞ

9

月

10

月

講道館杯全日本体重別選手権
　　　　　　　　　　　 　千葉ポートアリーナ


