
平成２９年度　熊本県空手道連盟　事業計画（案） 平成２８年１２月４日現在

月 日 曜日 行　事　予　定 会　　　　　　　場 主催

8日・9日 土・日 全国組手審判員講習・審査会 日本空手道会館 全空連

9日 日 九州地区幹事会 福岡市 九地協

15日・16日 土・日 全国組手審判員講習・審査会 大阪府立体育館 全空連

23日 日 第1回審判義務・新規講習会（監督コーチ講習会含む）・審判審査会熊本武道館 県連

22日・23日 土・日 H28年度ジュニア強化選手選考会 日本空手道会館 全空連

29日（予定） 金・祝日 第51回関西学生空手道個人選手権大会 兵庫県予定 学連

3日～5日 水～金 第3１回火の国旗全国高等学校空手道優勝大会（中止） 県連

6日・7日 土・日 全国形審判員講習・審査会 日本空手道会館 全空連

13日 土 個人選抜選手権大会 菊池 県連

14日 日 熊本県少年少女錬成大会 菊池 県連

13日・14日 土・日 第59回南部九州大会・第52回北部九州大会・第58回全九州学生空手道選手権大会 北九州市立大 九州学連

21日 日 昇段審査事前講習会 熊本武道館 県連

２8日 日 熊本県中学生空手道大会 天草市 県連

未定 日 第55回西日本大学空手道選手権大会 大阪府 学連

2・3・4日 金・土・日 高校総体（予定） 高体連

11日 日 一般段位・少年段位審査会 熊本武道館 県連

17日・18日 土・日 第4回全九州少年・少女空手道選手権大会派遣 九地協

～29日～ 郡市中体連（予定） 中体連

2日（予定） 日 第61回全日本学生空手道選手権大会・東西対抗戦 大阪市中央体育館 学連

7日～9日 金～日 第66回全九州高等学校空手道選手権大会 高体連

9日 日 第1回小・中学生強化練習会、マスターズ予選会（冷房希望） 熊本武道館 県連

15日・16日 土・日 第37回九州ブロック大会・第43回全九州空手道選手権大会、幹事会派遣 九地協

23日 日 県中体連 文徳　体育館 中体連

29日～ （土）～ 第44回全国高等学校空手道選手権大会 高体連

～2日 ～水 第44回全国高等学校空手道選手権大会 高体連

5日・6日 土・日 第13回全九州中学校空手道選手権大会 中体連

5日・6日 土・日 第17回全日本少年少女空手道選手権大会派遣 東京武道館 全空連

15日～17日 火～木 第8回全国指導者研修会 日本空手道会館 全空連

25日～27日 金～日 第25回全国中学生空手道選手権大会派遣 中体連

26・27日 土・日 国体前選手強化合同練習会・全国審判セミナー開催（A級） 鹿児島県出水市総合体育館 九地協

3日 日 第9回関西学生空手道オープントーナメント 近畿大学記念館 学連

１0日 日 公認コーチ・上級コーチ更新義務講習会 日本空手道会館 全空連

23日～25日 土～月 日本マスターズ2017空手道競技 全空連

18日 月・祝日 第２回審判義務・新規講習会、審判審査会 熊本武道館 県連

23・24 土・日 県民体育祭 人吉市 県連

7日～8日 空手１　　プレミアムリーグ 沖縄県立武道館 全空連

7日～9日 土～月 第72回国民体育大会 全空連

7日・8日 土・日 高校新人戦大会 文徳高校 高体連

10 15日 日 第66回全九州大学空手道選手権大会 九州産業大学体育館 九州学連

13日～16日 金～日 日体協公認コーチ専門科目講習会（前期） 日本空手道会館 全空連

月 14日 土 第13回全日本障がい者空手道選手権大会 東京武道館 全空連

21日 土 3級資格審査員義務講習会 九州産業大学体育館 九地協

22日 日 スポーツ公認指導者更新義務講習会 九州産業大学体育館 九地協

29日 日 第2回小・中学生強化練習会 熊本武道館 県連

5日 月 一般段位・少年段位審査会 熊本武道館 県連

11日 土 熊本県武道振興会（武道祭） 熊本武道館 県武道振興

11 10日～12日 金～日 第37回九州高校新人大会兼選抜予選大会 九地協

12日 日 熊日学童オリンピック 芦北 県連

18日・19日 土・日 第61回全日本学生空手道選手権大会 日本武道館 学連

月 18日・19日 土・日 6段位審査会・7段位審査会 日本空手道会館 全空連

19日 日 基本形講習会 熊本武道館 県連

上級スポーツ指導者講習会（福岡） 福岡県連

26日 日 中学生新人大会 八代 県連

3日 日 昇段審査事前講習会・形講習会 熊本武道館 県連

8日 金 公認称号及び推薦段位審査会 日本空手道会館 全空連

12 9日 土 第45回全日本選手権大会（団体戦） 東京武道館 全空連

10日 日 第45回全日本選手権大会（個人戦） 日本武道館 全空連

月 15日～17日 金～日 日体協公認コーチ専門科目講習会（後期） 日本空手道会館 全空連

19日～21日 金～日 日体協公認上級コーチ専門科目講習会 日本空手道会館 全空連

21日 日 第3回小・中学生強化練習会 熊本武道館 県連

28日 日 第4回幹事会　 福岡市 九地協

4日 日 一般段位・少年段位審査会 熊本武道館 県連

3日・4日 土・日 平成29年度スポーツ指導者研修会 愛媛県 全空連

13日～15日 火～木 平成29年度学校空手道実技指導者講習会 未定 全空連

17日 土 地区形及び地区組手審判員講習会（新規・更新） 九地協

18日 日 4段位・5段位審査会 九地協

24日・25日 土・日 平成29年度日体協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 全空連

4日 日 8段位審査会 日本空手道会館 全空連

11日 日 高校１・2年生大会（２面）？ 菊池 県連

17日 土 平成29年度流派別形講習会(剛柔・和道)※予定 日本空手道会館 全空連

18日 日 平成29年度流派別形講習会(松濤・糸東)※予定 日本空手道会館 全空連

21日 水 第２回九州地区マスターズ大会 宮崎武道館 九地協

25日～27日 日～火 JOCカップ・第37回全国高等学校空手道選抜大会 全空連

27日～29日 火～木 第12回全国中学生空手道選手権大会 全空連
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