
年月 日 ・ 曜 行　　事　　名 場　　所
H23年 １６(土) 平成23年度県空連総会 サザンプラザ海邦 ２土３日 平成２３年度選手指定選考会（空手道会館）

１６(土)１７(日) 九州地区協議会第１回役員会・幹事会 福岡市 ９土１０日 平成２３年度全国組手・形審判講習会(空手道会館）

4 ２３（土） 県中学校春季大会 うるま市体育館 1６土１７日 平成２３年度全国組手・形審判講習会(大阪府立）

月 ２９（金）祝 第21回県学生空手道選手権大会   09-14 県武道館２Ｆ

３０(土） 第16回県高校夏季空手道大会 首里高校 未定 第1回常任理事会（空手道会館）

８（日） 県空連審判講習会   09～16 県武道館２Ｆ ４土５日 第２８回火の国旗全国高校大会（熊本県総合体育館）

5 ８（日） 第５２回全九州学生個人戦 大分県中津市 １３金～１５日 第１回強化合宿（空手道会館）

１４(土） 中体連那覇・島尻地区大会   　　同日開催です。 県武道館２Ｆ

月 １４(土） 第７回県少年少女空手道大会 　　ご注意下さい。 武道館アリーナ ２２ 日 第５１回西日本実業団空手道選手権大会(尼崎）

２８(土)-３０(月) 県高校総体空手道競技大会 那覇国際高校 ２９ 日 第４９回西日本大学空手道選手権(福岡市 九電記念体育館）

４（土） 中体連中頭地区大会 うるま市体育館

6 ５（日） 第３０回沖縄県空手道選手権（国体一次予選） 武道館アリーナ ４土 第2回常任理事会/理事会評議員会（空手道会館）

１８（土） 中体連国頭地区大会 未定 １０金～１２日 第２回強化合宿（空手道会館）

月 １９(日) 県空連第１回段位審査会　09～13 県武道館2F ２４金～２６日 第1回ジュニア強化合宿（空手道会館）

２６(日) 県スポーツ少年団空手道交流大会 武道館アリーナ

２（土） 第３６回県中体連総合体育大会空手道競技 武道館アリーナ

7 ３（日） 県空連第１回理事会　 1０～1３　 環境の杜ふれあい ３ 日 第55回全日本学生空手道選手権大会(日本武道館）

９(土)１０(日) 第５９回全九州高校空手道選手権大会 福岡県久留米市 8金-10日 第3回強化合宿（空手道会館）

月 ２２(金）２３(土） 九州地区協議会第２回役員会・幹事会 佐賀市

２３(土）２４(日） 九州ブロック及び全九州空手道選手権大会 佐賀市 16土-25月 アジアシニア&アジアジュニアカデット空手道選手権大会（中国・泉州）

　　7/30(日) ３０ 日 第３４回全日本少年武道錬成大会（日本武道館）

　～8/2(火)

６（土） 国体・全日本県代表選手最終選考会 未定 ６土７日 第１１回全日本少年少女空手道選手権大会(東京武道館)

６(土)７(日) 第７回九州中学生空手道選手権大会 北九州市 １７水～２１日 第４回強化合宿（空手道会館）

１９(金)-２１(日) 第１９回全国中学生空手道選手権大会 群馬県ぐんまアリーナ ２６金～２８日 第２回全国指導者研修会(空手道会館)

３（土） 県空連第２回理事会　 10～13　 環境の杜ふれあい ３ 土 1・2級資格審査員研修会(空手堂会館）

３土４日 九州地区国体前選手強化合同練習会(長崎県)

４ 日 公認コーチ・上級コーチ更新義務講習会（空手道会館）

9 ９金～１１日 第５回強化合宿（空手道会館）

１１（日） 第１６回那覇市空手古武道大会 県武道館２Ｆ 17土-19月 日本スポーツマスターズ2011空手道競技(石川県加賀市）

月 １７（土） 第２７回県高校空手道選手権大会 普天間高校 ２５ 日 第７回全日本障害者空手道選手権大会（東京武道館）

未定 第3回常任理事会（空手道会館）

9/30-10/2 第2回ジュニア強化合宿（空手道会館）

２（日） 第60回全九州大学空手道選手権大会 福岡大

10 ８(土)-１０(月) 第66回国体空手道競技 山口県長門市 13木 -16日 第7回世界ジュニア＆カデットU21大会（マレーシア）

１５（土）-１７(日） 県高校新人空手道大会 前原高校 21金-23日 日体協公認コーチ専門科目前期講習会(空手道会館）

月 ２２（土） 県中学秋季大会 うるま市体育館 ３０ 日 地域スポーツ指導者更新義務講習会(九産大）

２９（土） 県空連創立30周年記念祝賀会 パシフィックホテル

11 １１(金)-１３(日) 第３０回全九州高校空手道新人大会 熊本市

月 ２０（日） 第５５回全日本大学空手道選手権大会 大阪市中央体育館 ２０ 日 第３０回全日本実業団空手道選手権(日本武道館)

２６日（土） 第６３回県民体育大会(空手道競技) 沖縄水産高校 ２６土２７日 ６段・7段位審査会(空手道会館)

３（土） 県中学新人空手道大会　全国選抜県予選 うるま市

12 ４（日） 県空連第３回理事会　 10～13　 環境の杜ふれあい ９ 日 第4回常任理事会/理事会・評議員会(空手道会館)

１０（土） 第３９回全日本選手権(団体戦） 東京武道館 ９ 日 公認称号及び推薦段位審査会（空手道会館）

月 １１(日) 第３９回全日本選手権(個人戦） 日本武道館 25日-27火 河北杯争奪高校空手道選手権大会(仙台市）

１８（日） 九州地区協議会事務局長会議 福岡市

２６(月） 県立武道館年末大掃除 県立武道館

平成２４ ８（日） 平成２４年県立武道館鏡開き式 武道館アリーナ ４水～６金 第25回桃太郎杯高校空手道優勝大会（岡山県）

８(日) 平成２４年沖縄県空手道連盟　新年会 サザンプラザ海邦 9 月 平成２３年鏡開き・武道始め（日本武道館）

２１（土） 県高校空手道春季大会 美里高校 13金-15日 日体協公認コーチ専門科目後期講習会(空手道会館）

２２(日） 県空連第２回段位審査会　9～13 未定

２９(土)３０(日) 九州地区協議会　第３回役員会・幹事会 福岡市

４(土)５(日) 地域武道指導者講習会 県武道館２Ｆ ４土～５日 Ｈ２３年度スポーツ指導者研修会（岐阜県）

１５(水） ナショナルチーム九州代表推薦〆切 １５水～１７金 Ｈ２３学校空手道実技指導者講習会（長野県）

２５(土)２６(日) 九州地区審判員講習及び4・5段位審査会 佐賀市 25土26日 H23年度日体協公認スポーツ指導者講師競技別全国研修会(空手道会館）

４（日） 第27回県空連演武会・第７回団体組手戦 武道館アリーナ ４日 8段位審査会(日本空手道会館)

3 ２６月～２８水 第３１回全国高校空手道選抜大会（岡山県）

１８（土） 県空連第４回理事会　 10～13　 環境の杜ふれあい 28水～30金 第6回全国中学空手道選抜大会（北海道）

未定 第2回東アジア空手道選手権大会

月 未定 H23年度流派別形講習会(空手堂会館）

未定 第5回常任理事会（空手道会館）

平成23年度沖縄県空手道連盟行事日程

２
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未定日体協指導員講習会  9月-11月予定

第３８回全国高等学校空手道競技大会 青森県十和田市

連絡先　事務局長　宮城敏也 090-4470-9357         全空連会員登録担当 平良司 090-9783-4724              会計長　高良正剛 090-9476-5697
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