
　平成３１年度 行事予定

　３月２１日（木）協　会 平成３１年度空手協会県本部総会 招龍亭

　３月２４日（日）協　会 強化練習（総本部指導員による）、審判講習会 かほく市七塚武道館

　３月３０日（土）全空連 平成３１年度全国組手審判員講習・審査会
日本空手道会館

　　～３１日（日）　〃 　　　　　〃　　　

　４月　７日（日）協　会 平成３１年度石川県空手道選手権大会
かほく市
南部体育館

兼第６２回全国大会予選

兼第３１回北信越地区空手道選手権大会予選

　４月１１日（木）総本部 平成３１年度春季国内外合同合宿
総本部道場

　　～１４日（日）　〃 　　　　　　４段以上・各種資格審査会

　４月１３日（土）全空連 平成３１年度全国組手審判員講習・審査会
大阪府立体育館

　　～１４日（日）　〃 　　　　　〃

　４月　　日（　）県　連 平成３１年度石川県公認段位・級位審査会 未定

　４月２７日（土）協　会 春季強化・技術講習会
かほく市
七塚武道館

　　～２８日（日）　〃 　　　　〃

　４月２８日（日）　〃 春季昇段審査会

　４月27日（土） 地区連 JKF北信越地区組手・形審判員講習会・更新義務講習会
新潟県

　　～２８日（日）　〃 　　　　〃　　四・五段位審査会

　５月　５日（日）全空連 全国形審判員講習・審査会
日本空手道会館

　　　～６日（月）　〃 　　　　〃

　５月１２日（日）県　連 第５１回石川県空手道個人選手権大会

北陸電力体育館兼第７４回国民体育大会石川県１次選考会

兼第４３回北信越大会石川県１次選考会

　５月　　日（日）学　連 第４４回北信越学生空手道選手権大会 福井工大

　５月３１日（金）高体連 平成３１年度石川県高等学校総合体育大会
金沢勤労者プラザ

　６月　１日（土）　〃 空手道競技会

　６月　２日（日）県　連 第２４回石川県中学生空手道選手権大会
金沢勤労者プラザ

兼第27回全国中学生空手道選手権大会石川県予選

　６月　２日（日）学　連 第５５回東日本大学空手道選手権大会 北海道立総合体育センター

　６月　９日（日）県　連 第７４回国民体育大会石川県第2次選考会
金沢桜丘高等学校

兼第４３回北信越空手道選手権大会県2次選考会

　６月　９日（日）県　連 第４６回石川県空手道団体選手権大会 金沢桜丘高等学校



　６月１５日（土） 高体連 平成３１年度北信越高等学校総合体育大会
福井県立武道館

　　～１６日（日） 　〃 空手道競技

　６月２３日（日） 南加賀 第４回南加賀広域圏空手道錬成大会 加賀市

　７月　６日（土） 総本部 第６２回全国空手道選手権大会（団体戦） 武蔵野の森
総合スポーツプラザ　　　～７日（日） 　〃 　　　　〃　　　　　　　　　（個人戦）

７月２０日（土） 協　会 強化練習（総本部指導員による） かほく市
七塚武道館　　～２１日（日） 　〃 　　　　〃

　７月２７日（土） 地区連 第４３回北信越地区空手道選手権大会
金沢市総合体育館

　　～２８日（日） 　〃 　　　　〃

　８月　８日（木） 高体連 平成３１年度全国高等学校総合体育大会 沖縄県名護市
２１世紀の森体育館　　　～１１日（日） 　〃 　　　　空手道競技

　８月　３日（土） 総本部 第６２回小・中学生全国空手道選手権大会 三重県営サンアリー
ナ　　～　４日（日） 　〃 　　　　〃

　８月　３日（土） 全空連 第１９回全日本少年少女空手道選手権大会
東京武道館

　　～　４日（日） 　〃 　　　　　〃

　８月　４日（日） 県 第７１回石川県民体育大会空手道競技 加賀体育館

　８月　４日（日） 県　連 第４７回全日本空手道選手権大会石川県選考会 加賀体育館

　８月　　日（金） 県　連 平成３１年度石川県公認段位・級位審査会 未定

　８月１６日（金） 全空連 第２７回全国中学生空手道選手権大会
北海道札幌市

　　～１８日（日） 　〃 　　　　　〃

　８月１７日（土） 総本部 第２回アジア・オセアニア空手道選手権大会
タイ

　　～１８日（日） 　〃 　　　　　〃

　８月３１日（土） 協　会 北信越地区審判・資格・昇段審査会
福井県立武道館

　９月　１日（日） 　〃 　　　　　〃

　９月　１日（日） 県　連 第４０回石川県小中学生空手道選手権大会 七尾総合市民体育館

　９月　　日（日） 学　連 第６４回北信越大学空手道選手権大会 未定

　８月３１日（土） 全空連 １・２級資格審査員研修会 日本空手道会館

　９月　１日（日） 全空連 第１回公認ｺｰﾁ・上級ｺｰﾁ更新義務講習会 日本空手道会館

　９月　　日（土） 協　会 北信越地区交流合宿 かほく市
七塚武道館　　～　　日（日） 　〃 　　　　　〃

　９月１４日（土） 全空連 日本スポーツマスターズ2019空手道競技会 岐阜県・で愛ドーム、
ふれ愛ドーム　　～１６日（月） 　〃 　　　　　〃

９月２８日（土） 協　会 秋季強化・技術講習会
かほく市
七塚武道館

　　　～２９日（日） 　〃 　　　　〃

　　　９月２９日（日） 　〃 秋季昇段審査会



９月２８日（土） 国 第７４回国民体育大会空手道競技 茨城県牛久市・
牛久運動公園体育館　　　～３０日（月） 　〃 　　　　　〃

１０月１０日（木） 総本部 平成３１年度秋季国内外合同合宿
総本部道場

　　～１３日（日） 　〃 　　　　　　４段以上・各種資格審査会

　１０月１３日（日） 総本部 師範会 総本部会議室

１０月１９日（土） 協　会 強化練習（総本部指導員による） かほく市
七塚武道館２０日（日） 　〃 　　　　〃

１０月２０日（日） 地区連 第１４回北信越小中学生空手道選手権大会 福井県立武道館

１０月２６日（土） 高体連 平成３１年度石川県高等学校新人体育大会
空手道競技

白山市松任運動公園武道館
　　～２７日（日） 　〃

１１月　４日（月） 協　会 第３１回北信越地区空手道選手権大会 敦賀市運動公園体育館

１１月１５日（金） 高体連 第３４回北信越高等学校空手道新人大会 いしかわ総合スポーツ
センター　　～１７日（日） 　〃 　　　　　〃

１１月１６日（土） 総本部 第１９回熟錬者全国空手道選手権大会 文京スポーツセンター

１２月　６日（金） 全空連 公認称号及び推薦段位審査会 日本空手道会館

１２月　７日（土） 全空連 第４７回全日本空手道選手権大会（団体戦） 高崎アリーナ

　　～８日（日） 　〃 　　　　　〃　　　　　　　（個人戦） 高崎アリーナ

　１２月　　日（　） 県　連 平成３１年度石川県公認段位・級位審査会 未定

２０２０年

　２月１５日（土） 総本部 師範会 総本部会議室

　２月　　日（　） 全空連 JSPO公認スポーツ指導者講師競技別全国研
修会

日本空手道会館
　～　　日（　） 　〃

☆　３月２０日（金） 協　会 ２０２０年度県本部総会 未定

　３月２６日（木） 高体連 第３９回全国高等学校空手道選抜大会 いしかわ総合スポーツ
センター　　～２８日（土） 　〃 　　　　　〃

　３月２８日（土） 全空連 第１４回全国中学生空手道選抜大会 埼玉県

　　～３０日（月） 　〃 　　　　　〃


