
全空連、名空会金沢 年間予定表 2008/3/16
月 日程 組織 行事内容 場所

9(日) 全空連 8段位審査会 日本武道館
16(日) 名空会 平成２０年　第３回指導員研修会 岐阜県：大垣道場
25(火)～27(木) 高体連 全国高等学校空手道選抜大会 長野市真島アリーナ「ホワイトリング」
28(金)～30(日) 中体連 全国中学生空手道選抜大会 北海道・北広島市
29(土)～30(日) 学連 東海学生空手道連盟強化合宿 愛知県：愛知県武道館
30(日) 名空会 第３３回名空会空手道選手権大会 岐阜県：大垣市武道館
未定 和道会 和道会全国ナショナル合宿 （未定）
5(土) 全空連 平成20年度全国組手審判員講習・審査会 江東区スポーツ会館・大体育室
6(日) 全空連 平成20年度全国組手審判員講習・審査会 江東区深川スポーツセンター第1第2武道場
13(日) 和道会 東海地区和道会技術講習会 愛知県・東スポーツセンター
19(土)AM 全空連 平成20年度全国形審判員講習・審査会 大阪府立体育会館
19(土)PM 全空連 平成20年度全国組手審判員講習・審査会 大阪府立体育会館
20(日) 全空連 平成20年度全国組手審判員講習・審査会 大阪府立体育会館
26(土) 全空連 北信越地区形・組手審判員講座・審査会 上市町総合体育館
27(日) 全空連 全空連公認四段・五段審査会 上市町総合体育館
29(火・祝) 学連 第42回関西学生空手道個人選手権大会 兵庫県立総合体育館
4(日・祝)～5(月・祝) 高体連 第25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・祝) 学連 第36回関東学生空手道選手権大会 日本武道館

空寿会 信州ジュニア空手道選手権大会 塩尻市立体育館アリーナ
11(日) 県連 第40回 石川県空手道個人選手権 能登地区（七尾 or 中能登）
18(日) 学連 第44回東日本大学空手道選手権大会 愛知県立体育館
18(日) 学連 第46回西日本大学空手道選手権大会 熊本県立総合体育館
18(日) 実業団 第48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
24(土)～25(日) 高体連 第62回愛知県高等学校総合体育大会 愛知県・東スポーツセンター
31(土) 学連 第42回東日本実業団空手道選手権大会 東京武道館
31(土) 全空連 平成20年度地区組手審判員講習会、形審判員講習会 愛知県・枇杷島スポーツセンター
1(日) 全空連 平成20年度地区審判新規審査会・全空連公認４・５段位審査会 愛知県・枇杷島スポーツセンター
6(金)～7(土) 県連 平成20年度石川県高等学校総合体育大会空手道競技 金沢勤労者プラザ
8(日) 県連 第13回 石川県中学校空手道選手権大会 金沢勤労者プラザ

学連 第52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
14(土) 県連 第63回 国民体育大会石川県選考会 兼 北信越選考会 北陸大谷高校

県連 平成20年度 第1回 石川県公認段位・級位審査会 北陸大谷高校
28(土) 市連 第51回金沢市民体育大会総合開会式 金沢市総合体育館
29(日) 市連 第51回金沢市民体育大会空手道競技 城東体育館
11(金)～13(日) 学連 第6回世界大学空手道選手権大会 ポーランド
27(日) 北信越 第32回北信越空手道選手権大会（リハーサル国体） 新潟県燕市
2(土) 全空連 第31回全日本少年武道(空手道)錬成大会 日本武道館
5(火)～8(金) 高体連 第35回全国高等学校空手道選手権大会 埼玉県・行田市総合体育館
9(土)～10(日) 全空連 第8回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館

23(土)～24(日) 和道会 第44回和道会全国空手道競技大会
23日・浦安市運動公園総合体育館
24日・日本武道館

中体連 第16回全国中学生空手道選手権大会 長崎県・大村市大村シーハット
6(土) 全空連 1・2級資格審査員研修会 愛知県・枇杷島スポーツセンター
7(日) 県連 第29回石川県少年空手道錬成大会 加賀市スポーツセンター
7(日) 全空連 公認コーチ・上級コーチ更新義務講習会 愛知県・枇杷島スポーツセンター
13(土) 県連 平成20年度 第2回 石川県公認段位・級位審査会 未定
19(金) 全空連 第4回全日本障害者空手道競技大会 高知県立県民体育館
20(土)～22(月) 全空連 日本スポーツマスターズ2008空手道競技会 高知県立県民体育館
4(土)～   6(月) 全空連 第63回国民体育大会 大分県中津市総合体育館
5(日) 県連 石川県空手道団体選手権大会 鳴和台市民体育館
13(月・祝) 学連 第51回関東大学空手道選手権大会 日本武道館
18(土)～19(日) 高体連 平成20年度愛知県高等学校新人体育大会 愛知県・豊川高校
25(土)～26(日) 和道会 和道会技術講習会 岐阜県・羽島かんぽの宿
26(日) 北信越 第3回北信越小中学生空手道選手権大会 松本市総合体育館
1(土)～2(日) 高体連 平成20年度石川県高等学校新人大会空手道競技 七尾武道館
3(月)(祝) 市連 第21回金沢市空手道選手権大会 金沢市総合体育館

全空連 スポーツ指導員更新義務講習会 長野県
9(日) 全空連 全国審判員要請特別講習会 新潟県
13(木)～16(日) 全空連 第19回世界空手道選手権大会 日本武道館
19(水)～23(日) 全空連 日体協公認コーチ養成講習会・専門科目 静岡県・浜松アリーナ
22(土)～23(日) 北信越 第22回北信越高等学校空手道新人大会 富山県魚津市
23(日) 学連 第52回全日本大学空手道選手権大会 日本武道館
29(土) 全空連 6段位・審査会 大阪府立体育会館
30(日) 全空連 7段位・審査会 大阪府立体育会館
30(日) 実業団 第27回全日本実業団空手道選手権大会 日本武道館
30(日) 和道会 第38回和道会東海地区空手道選手権大会 愛知県・岡崎市総合体育館
12(金) 全空連 公認称号及び推薦段位審査会 全空連会議室
13(土) 全空連 第36回全日本空手道選手権大会(団体戦) 駒沢体育館
14(日) 全空連 第36回全日本空手道選手権大会 日本武道館
20(土) 県連 平成20年度第3回石川県公認段位審査会 未定
25(木)～27(土) 高体連 第16回河北杯争奪高等学校空手道選手権大会 未定
27(土)～28(日) 高体連 第4回金鯱杯争奪高等学校空手道選手権大会 愛知県・日本がいしスポーツプラザ

１月 5(月)～6(火) 高体連 第22回桃太郎杯全国高校空手道錬成大会 岡山県岡山市・桃太郎アリーナ
1月30(金)～1(日) 全空連 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
7(土)～8(日) 全空連 平成20年度スポーツ指導者研修会 新潟県
8(日) 高体連 第15回石川県高等学校空手道冬季錬成大会 金沢西高等学校
17(火)～19(木) 全空連 平成20年度学校空手道実技指導者講習会 山梨県
15(日) 全空連 8段位審査会 日本空手道会館
26(木)～28(土) 高体連 第28回全国高等学校空手道選抜大会 東京体育館
27(金)～29(日) 中体連 第3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
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