
平成２９年度事業計画（案）                  　 宮城県空手道連盟

平成29年2月11日現在

年月 日　　　　　程 事　　　　　　　業　　　　　　　　名 場　　　　　　　　所
H29 1日（土） 東北地区協議会前期総会 仙台城南高校

４月 １日（土）～２日（日） 平成29年度強化選手選考会 日本空手道会館
２日（日） 全日本剛柔会第43回全国大会宮城県予選会 名取市民体育館
８日（土）～９日（日） 全国組手審判員講習・審査会 日本空手道会館
15日（土）～16日（日） 全国組手審判員講習・審査会 大阪府立体育会館
2３日（土）～2４日（日） 平成28年度ジュニア強化選手選考会 日本空手道会館
29日（土・祝） 第16回全日本少年少女空手道選手権大会宮城県予選会 大和町総合体育館
29日or30日 第15回東北学生選手権大会（個人） 宮城県武道館
未定 第１回常任理事会 日本空手道会館
未定 第51回関西学生空手道個人選手権大会 未定
未定 宮空連主催　第1回昇段審査会 未定

５月 ５日（金・祝） 第53回東日本大学空手道選手権大会 日本武道館
6日（土）～7日（日） 全国形審判員講習・審査会 日本空手道会館
6日（土） 東北地区協議会審判委員会・講習会 名取市民体育館
７日（日） 第19回東北中学生空手道選手権大会 名取市民体育館
12（金）～14（日） 第1回選手強化合宿 日本空手道会館
13日（土） 第17回理事会 日本空手道会館
13日（土） 第2回常任理事会 日本空手道会館
１７（水）～22（日） 第7回東アジアシニア空手道選手権大会 マカオ
１７（水）～22（日） 第7回東アジアJr＆Cd空手道選手権大会 マカオ
20日（土） 第72回国民体育大会宮城県選手選考会 名取市民体育館
20日（土） 第24回全国中学生空手道選手権大会宮城県予選会 名取市民体育館

2１日（日） 第45回関東学生空手道個人選手権大会 日野市市民の森ふれあいホール

20日（金）～22日（日） 第1回ジュニア選手強化合宿 日本空手道会館
28日（日） 第57回西日本実業団空手道選手権大会 ベイコム総合体育館
未定 第55回西日本大学空手道選手権大会 未定

６月 3日（土） 第55回全自衛隊空手道選手権大会 日本武道館
3日（土） 第8回定時評議員会 日本空手道会館
3日（土） 第18回理事会 日本空手道会館
9日（金）～11日（日） 第2回選手強化合宿 日本空手道会館
18日（日） 第17回桃次郎杯争奪少年少女空手道交流大会 石巻市河北総合センター

18日（日） 東北大学体育大会空手道競技 福島県

23日（金）～25日（日） 第1回ジュニア選手強化合宿 日本空手道会館
23日（金）～25日（日） 第39回東北高等学校空手道選手権大会 福島県猪苗代町総合体育館

未定 宮城県高等学校総合体育大会 未定
未定 ラベンダー杯少年少女空手道選手権大会 未定

７月 1日（土） 第51回東日本実業団空手道選手権大会 東京武道館
２日（日） 第6１回全日本学生空手道選手権大会・東西対抗戦 大阪・舞州アリーナ
7日（金）～9日（日） 第3回選手強化合宿 日本空手道会館
8日（土） 東北地区協議会審判委員会・講習会 名取市民体育館
8日（土）～9日（日） 第4回東北小学生空手道選手権大会 名取市民体育館
10日（月）～１７（月） 第14回アジア空手道選手権大会 カザフスタン・アスタナ
10日（月）～１７（月） 第16回アジアJｒ＆Cｄ空手道選手権大会 カザフスタン・アスタナ
21日（金）～23日（日） 第2回ジュニア選手強化合宿 日本空手道会館
25（火）～26（水） ワールドゲームズ2017 ポーランド、ヴロツワフ
28日（金）～３１日（日） 第44回全国高等学校空手道選手権大会 福島県猪苗代町総合体育館

29日（土） 第40回全日本少年少女武道（空手道）錬成大会 日本武道館

８月 ５日（土）～６日（日） 第1７回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館
1６日（水）～1８日（金） 第８回全国指導者研修会 日本空手道会館
18日（金） 東北地区協議会後期総会 秋田県



18日（金）～20日（日） 第25回全国中学生空手道選手権大会 山梨県・小瀬スポーツ公園

18日（金）～20日（日） 第44回東北総合体育大会（ミニ国体） 秋田市北部市民サービスセンター

18日（金）～2３日（水） 第4回選手強化合宿 日本空手道会館
26日（土）～27日（日） 第1回北海道・東北空手道対抗戦 北海道千歳市スポーツセンター

未定 宮空連主催　第2回昇段審査会 未定

９月 9日（土） 1・2級資格審査員研修会 日本空手道会館
9日（土）～10日（日） 中学校武道指導法研究事業 石巻市
10日（日） 第１回公認コーチ・上級コーチ更新義務研修会 日本空手道会館
10日（日） 宮城県スポーツ少年団空手道交流大会 名取市民体育館
15日（金）～17日（日） 第5回選手強化合宿 日本空手道会館
17日（日） 全国空手道交流大会 大河原町総合体育館
17日（日） 日体協公認スポーツ指導員・上級指導員義務研修会 仙台城南高校
16日（土）～18日（月・祝） 日本スポーツマスターズ2017空手道競技 兵庫県・兵庫県立武道館

22(金）～24（日） 第3回ジュニア選手強化合宿 日本空手道会館
30（土） 第13回全日本障がい者空手道競技大会 東京武道館
未定 第9回関西学生空手道オープントーナメント 未定

１０月 １日（日） 第70回宮城県民体育大会空手道競技会 加美町中新田体育館
7日（土）～9日（月） 第72回国民体育大会 愛媛県伊予三島運動公園

8日（日）or9（月） 第16回東北大学選手権大会新人選 宮城県武道館

9日（月・祝） 第60回関東大学空手道選手権大会 日本武道館
18日（水）～20日（日） 第4回ジュニア選手強化合宿 日本空手道会館
20日（金）～22日（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
22日 SeyOss中学生体重別空手道大会（仮称） 大河原町総合体育館
26日（木）～29日（日） 第10回世界Jr＆Cｄ-21空手道選手権大会 スペイン、テネリフェ
30日（日） 第16回みちのく空手道選手権大会 仙台市民体育館
30日（日） 第19回糸東会東北空手道選手権大会 岩手県矢巾町体育館
未定 第60回全関西大学空手道選手権大会 未定

１１月 未定 宮城県高等学校新人大会 未定
12日（日） 第35回全日本実業団空手道選手権大会 日本武道館
18日（土） 6段位審査会 日本空手道会館
18日（土）～19（日） 6段位審査会/7段位審査会 日本空手道会館
19日（日） 第6回和道会北日本空手道選手権大会 名取市民体育館
19日（日） 第6１回全日本大学空手道選手権大会 日本武道館
23日（日） 第12回全国中学生空手道選抜大会宮城県予選会 仙台城南高校体育館
25（土）～26（日） 空手１－シリーズA 那覇市沖縄県武道館
未定 第28回関東学生空手道体重別選手権大会 未定
未定 水の里杯空手道選手権大会 未定
未定 東北地区協議会ジュニア強化練習会 未定

１２月 未定 第3回宮空連昇段審査会 未定
８日（金） 第4回常任理事会 日本空手道会館
８日（金） 公認称号及び推薦段位審査会 日本空手道会館
８日（金） 第19回理事会 日本空手道会館
9日（土） 第45回全日本空手道選手権大会（団体戦） 東京武道館
10日（日） 第44回全日本空手道選手権大会 日本武道館
16日（土） 東北地区各県代表者会議 仙台城南高校
15日（金）～1７日（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
25日（月）～27日（水） 第25回河北杯争奪高等学校空手道選手権大会　 宮城県・未定

H30
１月 4日（木）～6日（土） 第31回桃太郎杯全国高校空手道錬成大会 岡山県総合グランド体育館

8日（月） 平成30年鏡開き・武道始め 日本武道館
6日（土）～７日（日） 女性会員対象技術講習会 日本空手道会館

19日（金）～2１日（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日（金）～2１日（日） 第30回東北高等学校空手道選抜大会 岩手県営武道館



２月 3日（土）～４日（日） 平成29年度スポーツ指導者研修会 日本空手道会館
6日（火）～8日（木） 平成28年度学校空手道実技指導者講習会 宮崎県
17日（土） 東北地区協議会公認4・5段位審査会　地区組手審判員講習・審査会 仙台城南高校
18日（日） 地区形審判員審査会 仙台城南高校
24日（土）～25日（日） 平成28年度日体協公認スポーツ指導者講師競技別全国研修会 福井県
25日（日） 樹氷杯ジュニア空手道選手権大会 山形市スポーツセンター

３月 3（土） 第2回公認コーチ・上級コーチ更新義務研修会 日本空手道会館
4日（日） 8段位審査会 日本空手道会館
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
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
25日（日）～27日（火） 第37回全国高等学校空手道選抜大会　 香川県高松総合体育館

未定 第12回全国中学生空手道選抜大会 埼玉県・埼玉県立武道館
未定 9段位審査会 日本空手道会館


