
網掛け・・・新規大会・事業等です。 H26.3.13現在

年月年月年月年月 日 ・ 曜日 ・ 曜日 ・ 曜日 ・ 曜 Ｈ２６年度　　　行　　事　　名Ｈ２６年度　　　行　　事　　名Ｈ２６年度　　　行　　事　　名Ｈ２６年度　　　行　　事　　名 場　　所場　　所場　　所場　　所 日・曜 ＷＫＦ・全空連関係ＷＫＦ・全空連関係ＷＫＦ・全空連関係ＷＫＦ・全空連関係

H26年H26年H26年H26年 5土 全空連 級位審査・会員登録に関する説明会9-12 県立武道館２Ｆ錬成 5土6日 平成26年度強化選手選考会（日本空手道会館）

１２土１３日 九州地区協議会第1回役員会・幹事会 福岡市博多 12土13日 平成26年度全国組手審判講習会(日本空手道会館）

１９土 県中学春季大会 うるま市具志川総合体育館 予定 13日 FISU第9回世界大学空手道選手権大会最終選考会（大阪）

4444 ２０日 平成26年度 総会 16時-　  懇親会18時- サザンプラザ海邦 19土20日 平成26年度全国組手審判講習会(大阪府立体育会館）

第4回東アジアシニア空手道選手権大会(韓国・仁川）

月月月月 ２６土 公認県審判（形・組手）講習会 県立武道館２Ｆ錬成
第3回東アジアJr＆Cd空手道選手権大会（韓国・仁川）

２７日 第19回県高校空手道夏季大会 コザ高校 29火祝 第48回関西学生空手道選手権大会（兵庫県立総合体育館）

２９火祝 第24回県学生空手道選手権大会 県立武道館２Ｆ錬成 未定 第1回常任理事会（日本空手道会館）

3日(土祝)～4日(日祝) 平成26年度ジュニア強化選手選考会(日本空手道会館）

3土-5月祝 第30回火の国旗全国高校大会（熊本市総合体育館）

5555 5月祝 第50回東日本大学空手道選手権大会（日本武道館９

１０土 中体連島尻・那覇地区大会 県立武道館２Ｆ錬成 10土11月 全国形審判員講習・審査会（日本空手道会館）

１１日 第10回県少年少女空手道選手権大会（九州〆切5月末　全国〆切6/13金) 県立武道館アリーナ 11月 第54回西日本実業団空手道選手権大会（尼崎市ベイコム総合体育館）

月月月月 16金-18日 第1回選手強化合宿（日本空手道会館）

１７土１８日 北部/南部九州学生大会・第54回全九州学生空手道選手権大会 熊本（会場未定） 16金-18日 第1回ジュニア選手強化合宿（日本空手道会館）

２４土 県スポーツ少年団空手道交流大会 県立武道館アリーナ 24土 第48回東日本実業団空手道選手権大会（東京武道館）

２５日 第52回西日本大学空手道選手権大会 関西地区　会場未定 25日予定 第42回関東学生空手道個人選手権大会（未定）

5/31土-6/2月 県高校総体空手道競技大会 中部農林高校 7土 第2回常任理事会（日本空手道会館）

（6/2月-6/15日） （県立武道館アリーナ フロアコーティング工事の為使用不可） 7土 第6回理事会・第3回定時評議員会（日本空手道会館）

6666 7土 第52回全自衛隊空手道選手権大会（日本武道館）

８日 第33回沖縄県空手道選手権大会兼国体一次選考会（九州〆切6/13金) うるま市具志川総合体育館 6金-8日 第2回ジュニア選手強化合宿（日本空手道会館）

月月月月 １５日 第1回全空連・県連段位審査会 浦添高校武道場 19木-22日 FISU第9回世界大学空手道選手権大会（モンテネグロ・バール市）

２１土２２日 第１回全九州少年少女空手道選手権大会 宮崎県武道館 21土22日 空手1－プレミアリーグ（インドネシア）

【２３月 慰霊の日】 27金-29日 第2回選手強化合宿（日本空手道会館）

５土 県中学総合体育大会 空手道競技大会 県立武道館アリーナ 

５土 第1回理事会 10-12 県立武道館会議室

7777 ６日 第58回全日本学生空手道選手権大会・東西対抗戦 東大阪アリーナ

１２土１３日 第63回全九州高校空手道選手権大会 熊本市総合体育館

月月月月 １８金１９土 九州地区協議会第２回役員会・幹事会 熊本市

１９土２０日 第34回九州ブロック大会・第40回記念全九州空手道選手権大会 熊本市総合体育館 18金-20日 第3回選手強化合宿（日本空手道会館）

(１４月-１９土) （県主催：沖縄伝統空手・古武道国際セミナー） （県立武道館２Ｆ錬成）　

(２０日) （沖縄タイムス少年少女大会） （県立武道館アリーナ）

１金-４月 第41回全国高校総体空手道選手権大会千葉県 印西市松山下公園総合体育館 2土 第37回全日本少年少女武道（空手道）錬成大会（日本武道館）

６水７木 第10回九州中学校空手道選手権大会 鹿児島アリーナ 5火～10日 第14回アジアJr＆Cd、-21空手道選手権大会(マレーシア・クアラルンプール市）

8888 ９土 国体最終選考会 浦添高校武道場

【１０日　旧盆】 【　旧　盆　】

１３水-１５金 （学校体育実技武道指導者講習会） （県立武道館２Ｆ錬成）

１６土１７日 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館

月月月月 ２３土２４日 第34回九州スポーツ少年団空手道交流大会 鹿児島市 19火-21木 第5回全国指導者研修会（日本空手道会館）

２２金-２４日 第22回全国中学生空手道選手権大会 兵庫県グリーンアリーナ神戸 未定 第4回選手強化合宿（日本空手道会館）

２７水 会場設営・リハーサル 県立武道館

２８木 リハーサル 県立武道館

２９金 開会式開会式開会式開会式 県立武道館

３０土 プレミアリーグ2014沖縄大会プレミアリーグ2014沖縄大会プレミアリーグ2014沖縄大会プレミアリーグ2014沖縄大会 県立武道館

３１日 プレミアリーグ2014沖縄大会プレミアリーグ2014沖縄大会プレミアリーグ2014沖縄大会プレミアリーグ2014沖縄大会 県立武道館

１月 （ 県主催；伝統空手セミナー ） 県立武道館 6土 １・２級資格審査員研修会（日本空手道会館）

１３土 県高校選手権大会 那覇西高校 7日 公認コーチ・上級コーチ更新義務研修会（日本空手道会館）

9999 １４日 第2回理事会 10-12 浦添高校会議室 6土7日 空手1－プレミアリーグ（トルコ・イスタンブール）

(１５月祝) (那覇市空手道大会） （那覇市民体育館） 6土7日 国体前九州合同合宿（長崎県）

20土-22月 日本スポーツマスターズ2014空手道競技（埼玉県上尾市 県立武道館）

月月月月 20土21日 空手1－プレミアリーグ（ドイツ・ハナウ市）

26金-28日 第5回選手強化合宿（日本空手道会館）

未定 第６回関西学生空手道オープントーナメント（未定）

(３金) （第69回国体 県選手団結団式） 県立武道館アリーナ 2木-4土 第17回アジア競技大会（韓国・仁川市）

５日 第1回県古武道選手権大会 県立武道館２Ｆ錬成 4土 第10回全日本障害者空手道競技大会（東京武道館）

10101010 13月祝-15水 第69回国民体育大会【がんばらんば長崎国体】 佐世保市体育文化館 11土12日 空手1－プレミアリーグ（オーストリア・ザルツブルグ）

１８土-２０月 県高校空手道新人大会 前原高校 13月祝 第57回関東大学空手道選手権大会（日本武道館）

１９日 第63回全九州大学空手道選手権大会 九州産業大学 14火 第3回常任理事会（長崎県佐世保市）

月月月月 17金-19日 第6回選手強化合宿（日本空手道会館）

２６日 地域スポーツ公認指導者（指導員・上級指導員）更新義務講習会 九州産業大学 24金-26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）

未定 第5７回全関西大学空手道選手権大会（未定）

９日 沖縄県中学校空手道新人大会　【「県秋季大会】から名称変更】 うるま市具志川総合体育館 予定 5水-9日 第22回世界空手道選手権大会（ドイツ・ブレーメン市）

１４金-１６日 第34回全九州高校空手道新人大会兼全国高校選抜大会予選会 鹿児島総合体育センター体育館

11111111 16日 第58回全日本大学空手道選手権大会 日本武道館 22土 6段位審査会（日本空手道会館９

２２土 第66回県民体育大会空手道競技 読谷中学校体育館 23日祝 7段位審査会（日本空手道会館）

月月月月 （２９土） （究道会総会：九州黒帯会） （那覇市ホテル予定） 24月代休 第32回全日本実業団空手道選手権大会（日本武道館）

３０日 第3回理事会 10-12 浦添高校会議室

６土 第42回全日本空手道選手権大会(団体戦） 東京武道館 5金 第4回常任理事会（日本空手道会館）

12121212 ７日 第42回全日本空手道選手権大会(個人戦） 日本武道館 5金 公認称号及び推薦段位審査会（日本空手道会館）

１４日 九州地区協議会事務局長会議 福岡市博多 5金 第7回理事会（日本空手道会館）

月月月月 ２１日 全国中学生空手道選抜大会(はまなす杯)沖縄県予選会　【「県新人大会】から名称変更】 うるま市具志川総合体育館 予定 19金-21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）

２７土 県立武道館年末大掃除 県立武道館

H2７年H2７年H2７年H2７年 １１日 平成27年県立武道館鏡開・武道始め 9-12 県立武道館アリーナ 4日-6火 第28回桃太郎杯全国高校空手道錬成大会（岡山県桃太郎アリーナ）

１１日 平成27年県連新年会18- 未定 12月祝 平成27年鏡開き・武道始め（日本武道館）

1111 １８日 第2回全空連・県連段位審査会　　※少年段位審査予定 浦添高校武道場 16金-18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）

(１９月-2/7土) （沖縄伝統空手長期セミナー） （県立武道館２Ｆ錬成等）

月月月月
２４土２５日 九州地区協議会第3回役員会・幹事会10- 福岡市

２５日 九地協 創立40周年記念式典・祝賀会14- 福岡市(会場未定）

(２９木３０金) （学校体育実技武道指導者講習会） （県立武道館２Ｆ錬成）

(６金) （H27年度ナショナルチーム選手選考会九州代表推薦〆切）

７土 県高校春季大会 陽明高校 7土8日 平成26年度スポーツ指導者研修会（和歌山市）

2222 (８日) (沖尚 高校卒業式)

(１５日) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（芦北うたせ杯大会） （熊本県芦北町） 17火-19木 平成26年度学校空手道実技指導者講習会（香川県　未定）

月月月月 ２１土 調整中 第30回県連演武大会・第10回団体組手選手権大会 （（（（    又は 3/14土 )又は 3/14土 )又は 3/14土 )又は 3/14土 ) 県立武道館アリーナ

２１土２２日 九州地区審判員講習会・全国更新講習会　公認四段五段審査会 熊本市　会場未定

２２日 第4回理事会 浦添高校会議室 2/28土 3/1日 平成25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）

(１日) (県立高校 卒業式) 8日 8段位審査会（日本空手道会館）

3333 (８日) (沖尚 中学校卒業式) 15日 平成26年度流派別形講習会(糸東・和道)（日本空手道会館）

月月月月 ２５水-２７金 第34回全国高校選抜空手道選手権大会 東京体育館 21土 平成26年度流派別形講習会(剛柔・松濤)（日本空手道会館）

未定 第9回はまなす杯全国中学生空手道選抜大会 北海道北広島市

県連事務局連絡先県連事務局連絡先県連事務局連絡先県連事務局連絡先 事務局長　宮城敏也 090－4470－9357　PCメール miyagits@open.ed.jp会員登録　平良司 090-9783-4724     級位・段位関連 當山敏 090-4994-7557     会計長　高良正剛 090-9476-5697

平成26(2014)年度沖縄県空手道連盟行事日程　　　　　平成26(2014)年度沖縄県空手道連盟行事日程　　　　　平成26(2014)年度沖縄県空手道連盟行事日程　　　　　平成26(2014)年度沖縄県空手道連盟行事日程　　　　　※変更の際は文書にて報告します。※変更の際は文書にて報告します。※変更の際は文書にて報告します。※変更の際は文書にて報告します。

23水-28月

日体協上級指導員資格取得講習会　（ 県内会場 ９月中旬～１１月初旬 調整中 ）


