
　 平成21年4月1日　作成

行　　事　　名　 会　　場 行　　事　　名　 会　　場 行　　事　　名　 会　　場

4月4日 土曜日 強化選手選考会 東京武道館

4月5日 日曜日 平成20年度強化選手選考会 高松市総合体育館（第２武道場） 強化選手選考会 東京武道館

4月11日 土曜日 平成２１年度全国組手審判員講習・審査会 東京武道館

4月12日 日曜日 四国地区選手強化・審判講習会 平成２１年度全国組手審判員講習・審査会 東京武道館

4月18日 土曜日 平成２１年度全国組手審判員講習・審査会 大阪府膣体育館

4月20日 日曜日 平成２１年度全国組手審判員講習・審査会 大阪府膣体育館

4月22日 水曜日 第１回常任理事会 全空連会議室

4月25日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場

4月26日 日曜日 Jr.強化練習（小・中学生組手）・審判講習会 高松総合体育館（第２競技場）

4月29日 火曜日 常任理事会・平成20年度総会 オオクラホテル高松 第４３回関西学生空手道個人選手権大会 兵庫県総合体育館」

5月2日 土曜日

5月4日 月曜日 第２６回火の国旗全国高等学校空手道優勝大会 熊本市総合体育館

5月5日 火曜日 第２６回火の国旗全国高等学校空手道優勝大会 熊本市総合体育館

5月5日 火曜日 第４５回関東学生空手道選手権大会 日本武道館

5月6日 水曜日 第18回四国新聞社杯 高松総合体育館（第１競技場）

5月9日 土曜日

5月10日 日曜日 Jr.強化練習（小・中学生組手）・審判講習会 高松総合体育館

5月16日 土曜日

5月17日 日曜日 第2回東讃地区少年少女大会 高松市総合体育館（第2競技場） 第４７回西日本大学空手道選手権大会 大阪中央体育館

5月17日 日曜日 第４９回西日本実業団空手道選手権大会 尼崎市記念公園総合体育館

5月22日 金曜日 第1回選手強化合宿 館山セミナーハウス

5月23日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場 第1回選手強化合宿 館山セミナーハウス

5月24日 日曜日 第1回選手強化合宿 館山セミナーハウス

5月24日 日曜日 第37回関東学生空手道選手権大会 帝京大学八王子キャンパス

5月30日 土曜日 第４３回東日本実業団空手道選手権大会 東京武道館

5月31日 日曜日 香川県空手道中学生大会 綾川町総合運動公園体育館

6月6日 土曜日 第２回常任理事会 全空連会議室

6月6日 土曜日 第１２３回理事会/第８９回評議員会 海洋船舶ビル１０階会議室

6月6日 土曜日 第48回全自衛隊空手道選手権大会 日本武道館

6月6～14日 土～日 第1回アジア武道競技大会 タイ・バンコク市

6月7日 日曜日 香川県高校総体空手道競技 高松中央高校武道場

6月12日 金曜日 第２回選手強化合宿 舘山セミナーハウス

6月13日 土曜日 第２回選手強化合宿 舘山セミナーハウス

6月14日 日曜日 国体空手道競技香川県予選（組手競技） 高松市総合体育館（第１武道場） 公認スポーツ指導員義務講習 高知県南国市市民体育館 第２回選手強化合宿 舘山セミナーハウス

6月20日 土曜日 四国地区高校総体空手道競技 高知県立武道館

6月21日 日曜日 高知県立武道館 第53回全日本学生空手道選手権大会・東西対抗戦 日本武道館

6月27日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場

6月28日 日曜日 Jr.強化練習（小・中学生組手）・審判講習会 未定

7月4日 土曜日

7月5日 日曜日

7月11日 土曜日

7月12日 日曜日 第2回西讃地区少年少女大会 多度津町総合体育館

7月11日 土曜日

7月12日 日曜日

7月17日 金曜日 第３回選手強化合宿 舘山セミナーハウス

7月18日 土曜日 第３回選手強化合宿 舘山セミナーハウス

7月19日 日曜日 Jr.強化練習（小・中学生組手）・審判講習会 未定 第３回選手強化合宿 舘山セミナーハウス

7月25日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場 第8回ワールドゲームズ空手道競技 台湾・高雄市

7月26日 日曜日 四国地区空手道選手権大会（国体ブロック予選） 徳島県池田総合体育館」

8月1日 土曜日 第３２回全日本少年武道（空手道）錬成大会 日本武道館

8月2日 日曜日

月日
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行　　事　　名　 会　　場 行　　事　　名　 会　　場 行　　事　　名　 会　　場

8月4日 火曜日 第３６回全国高等学校空手道選手権大会 兵庫県姫路市・兵庫県立武道館

8月5日 水曜日 第３６回全国高等学校空手道選手権大会 兵庫県姫路市・兵庫県立武道館

8月6日 木曜日 第３６回全国高等学校空手道選手権大会 兵庫県姫路市・兵庫県立武道館

8月7日 金曜日 第３６回全国高等学校空手道選手権大会 兵庫県姫路市・兵庫県立武道館

8月8日 土曜日 第９回少年少女空手道選手権大会 東京武道館

8月9日 日曜日 第９回少年少女空手道選手権大会 東京武道館

8月15日 土曜日

8月16日 日曜日

8月15日 土曜日

8月16日 日曜日 第２１回全国高・中空手道（部活動）指導者研修会 勝浦市日本武道館研修センター

8月17日 月曜日 第２１回全国高・中空手道（部活動）指導者研修会 勝浦市日本武道館研修センター

8月18日 火曜日 第２１回全国高・中空手道（部活動）指導者研修会 勝浦市日本武道館研修センター

8月21日 金曜日 第４回選手強化合宿・Jr.選手強化合宿 宮本武蔵顕彰武蔵武道館

8月22日 土曜日 国体県外遠征 広島県 第４回選手強化合宿・Jr.選手強化合宿 宮本武蔵顕彰武蔵武道館

8月23日 日曜日 国体県外遠征 広島県 第４回選手強化合宿・Jr.選手強化合宿 宮本武蔵顕彰武蔵武道館

8月29日 土曜日 第17回全国中学生空手道選手権大会 福岡県北九州総合体育館

8月30日 日曜日 第17回全国中学生空手道選手権大会 福岡県北九州総合体育館

9月5日 土曜日 四国地区公認講習・審査会 高知県立武道館

9月6日 日曜日 四国地区公認講習・審査会 高知県立武道館

9月12日 土曜日 １・２級資格審査員研修会 千種スポーツセンター第2競技場

9月13日 日曜日 公認コーチ・上級コーチ更新義務講習 千種スポーツセンター第2競技場

9月18日 金曜日 第５回障害者空手道競技大会 静岡県藤枝市・静岡県武道館

9月19日 土曜日 日本マスターズ２００９空手道競技会 静岡県藤枝市・静岡県武道館

9月20日 日曜日 日本マスターズ２００９空手道競技会 静岡県藤枝市・静岡県武道館

9月21日 月曜日 日本マスターズ２００９空手道競技会 静岡県藤枝市・静岡県武道館

9月26日 土曜日

9月27日 日曜日

未定 第３回常任理事会 全空連会議室

未定 第9回アジア空手道選手権大会 中国・上海市

10月2日 金曜日 第６４回国民体育大会空手道競技 新潟県燕市民体育館

10月3日 土曜日 第６５回国民体育大会空手道競技 新潟県燕市民体育館

10月4日 日曜日 第６６回国民体育大会空手道競技 新潟県燕市民体育館

10月10日 土曜日

10月11日 日曜日 第40回香川県空手道選手権大会 綾川町総合運動公園体育館 第２０回関東大学空手道体重別選手権大会 未定

10月17日 土曜日

10月18日 日曜日

10月24日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場

10月25日 日曜日

10月31日 土曜日

未定 海外強化合宿 スペイン

11月1日 日曜日 第28回県少年少女大会 高瀬町総合体育館 第52回関東大学空手道選手権大会 日本武道館

11月7日 土曜日

11月8日 日曜日 香川県高体連新人戦空手道競技 高松中央高校

11月12日 木曜日 第６回世界ジュニア&カデット空手道選手権大会 モロッコ

11月13日 金曜日 第６回世界ジュニア&カデット空手道選手権大会 モロッコ

11月14日 土曜日 第６回世界ジュニア&カデット空手道選手権大会 モロッコ

11月15日 日曜日 はまなす杯全国中学生選抜県予選会 未定 第６回世界ジュニア&カデット空手道選手権大会 モロッコ

11月17日 火曜日 日体協公認コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

全空連

平 成 21 年 度　事 業 計 画

　　　（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

月日 曜日
香川県空手道連盟 四国地区
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行　　事　　名　 会　　場 行　　事　　名　 会　　場 行　　事　　名　 会　　場

11月18日 水曜日 日体協公認コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

11月19日 木曜日 日体協公認コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

11月20日 金曜日 日体協公認コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

11月21日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場 日体協公認コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

11月22日 日曜日 第２８回全日本実業団空手道選手権大会 日本武道館

11月23日 月曜日 第５３回全日本大学空手道選手権大会 大阪市中央体育館

11月28日 土曜日 六段位審査会 日本空手道会館

11月29日 日曜日 七段位審査会 日本空手道会館

2月5～12日 土～土 第5回東アジア競技大会空手道競技 香港

12月5日 土曜日

12月6日 日曜日 四国地区協議会定例会 高知県

12月11日 金曜日 第４回常任理事会 日本空手道会管

12月11日 金曜日 公認称号及び推薦段位審査会 日本空手道会管

12月11日 金曜日 第１２４回理事会/第９０回評議員会 日本空手道会管

12月12日 土曜日 第３７回全日本空手道選手権大会（団体戦） 東京武道館

12月13日 日曜日 第３７回全日本空手道選手権大会 日本武道館

12月19日 土曜日

12月20日 日曜日 四国高校選抜大会 高知県立武道館

12月25日 金曜日 第１７回河北杯争奪高等学校空手道選手権大会 宮城県利府町グランティ21

12月26日 土曜日 第１７回河北杯争奪高等学校空手道選手権大会 宮城県利府町グランティ21

12月27日 日曜日 第１７回河北杯争奪高等学校空手道選手権大会 宮城県利府町グランティ21

1月2日 土曜日

1月3日 日曜日

1月5日 火曜日 第２３回桃太郎杯全国高校錬成大会 岡山県岡山市桃太郎アリーナ

1月6日 水曜日 第２３回桃太郎杯全国高校錬成大会 岡山県岡山市桃太郎アリーナ

1月9日 土曜日

1月10日 日曜日

1月11日 月曜日 平成２２年鏡開き・武道始め 日本武道館

1月16日 土曜日

1月17日 日曜日 Jr.強化練習（小・中学生組手）・審判講習会 未定

1月23日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場

1月24日 日曜日

1月29日 金曜日 日体協公認上級コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

1月30日 土曜日 日体協公認上級コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

1月31日 日曜日 常任理事会・県連新年会 日体協公認上級コーチ養成講習会・専門科目 静岡県浜松市・浜松アリーナ

2月6日 土曜日 平成２１年度スポーツ指導員研修会 千葉県

2月7日 日曜日 平成２１年度スポーツ指導員研修会 千葉県

2月13日 土曜日

2月14日 日曜日 Jr.強化練習（小・中学生組手）・審判講習会 未定

2月16日 火曜日 平成２０年度学校空手道実技指導者講習会 北海道

2月17日 水曜日 平成２０年度学校空手道実技指導者講習会 北海道

2月18日 木曜日 平成２０年度学校空手道実技指導者講習会 北海道

2月20日 土曜日

2月21日 日曜日 形審判員講習会

2月27日 土曜日 強化練習（形及び中学以上組手） 高松中央高校武道場

2月28日 日曜日

3月6日 土曜日

3月7日 日曜日 県公認段位審査会・指定形講習会 八段位審査会 日本空手道会館

3月13日 土曜日

3月14日 日曜日 Jr.強化練習（小・中学生組手）・審判講習会 未定

3月20日 土曜日

3月21日 日曜日

3月25日 木曜日 第２９回全国高等学校空手道選抜大会 宮城県利府町グランティ21

3月26日 金曜日 第２９回全国高等学校空手道選抜大会 宮城県利府町グランティ21

3月27日 土曜日 第２９回全国高等学校空手道選抜大会 宮城県利府町グランティ21

3月27日 土曜日 第４回全国中学生空手道選抜大会 北海道北広島市総合体育館

3月28日 日曜日 第４回全国中学生空手道選抜大会 北海道北広島市総合体育館

3月29日 月曜日 第４回全国中学生空手道選抜大会 北海道北広島市総合体育館

未定 第５回常任理事会 日本空手道会館

　　　（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
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