
月 日 曜 行事名 場所 場所 場所

15 日 千葉県柔道連盟総会・祝賀会 三井ガーデンホテル 第7回関東小学生大会 横浜文化 ７～８ 全日本体重別選手権大会 福岡

22 日 四・五段受験者形講習会 市武道館 28 関柔連理事会関ブロ抽選 東京庭のホテル 15 全日本カデ体重別選手権大会 大阪

28 土 県実業団連盟主催大会 ゼットエー武道場 22 全日本女子選手権大会 横浜

28 全国高段者大会 講道館

29 全日本柔道選手権大会 日本武道館

6 関柔連定期総会 清水園 4～5 全国少年大会 講道館

関東学生優勝柔道大会 埼玉武道館 26～27 日本ベテランズ国際大会 愛媛県武道館

5 祝・土 全柔連ABC指導員講習会（審判法・安全指導） 県武道館 三笠艦紀念関東小学生大会 横須賀

12～13 土～日関東高校柔道大会県予選 県武道館 20 Bライセンス筆記試験 埼玉武道館講堂

19 土 全国小学生学年別大会県予選会 県武道館

26 土 県ジュニア予選 武大

1～3 金～日関東高校柔道大会 東京 1～3 関東高校柔道大会 東京 ９～10 全日本実業団対抗大会 福岡

2 土 千葉県中学校柔道大会 ゼットエー武道場 30 関東地区講道館形講習会 埼玉武道館 23～24 全日本学生優勝大会 日本武道館

関東形競技大会県予選会

及び形講習会

10 日 千葉県学生体重別大会 了德寺大学

15 金 千葉県高校総体個人の部 県武道館

23～24 土～日千葉県高校総体団体の部 県武道館

29 金 推薦委員会（六七八段） 未定

1 日 千葉県体重別選手権大会 県武道館 7 Aライセンス学科講習会（全柔連） ２２～２４ 金鷲旗高校大会 福岡

全柔連B指導員養成講習会及び 全日本ジュニア関東予選（B実技試験）

AB指導員資格更新講習会 Aライセンス実技試験（全柔連）

16 祝 日整全国少年柔道大会千葉県予選 県武道館 23～25 関東ブロック小学生育成合宿 29 全日本少年少女武道大会 日本武道館

21 土 全柔連B指導員養成講習会 宿泊研修所４研 24 関東八段予備審査

22 日 全柔連指導員資格更新講習会 科学センター

27～28 金～土 千葉県中学校総合体育大会 東金アリーナ

千葉県柔道連盟育成事業 県武道館第1 5 関東柔道「形」競技大会 千葉県武道館 4 全国教員大会 講道館

全柔連C指導員養成講習会 県武道館第2 関東中学校柔道大会 5 全国高校定通大会 講道館

全柔連C指導員養成講習会 18 関柔連理事会 茨城県竜ヶ崎市 8～12 インターハイ柔道競技 津市スポーツセンター

指導員資格更新講習会 19 国体関東ブロック大会 茨城県竜ヶ崎市 17～２０ 全国中学校大会 広島

5 日 関東柔道「形」競技大会 県武道館 26 関東柔道高段者大会 川口武道センター 26 全国小学学年別大会 山口県

8～12 水～日 全国高校総体 津市スポーツセンター 関東学生体重別柔道大会埼玉武道館 ２５～２６ 全日本実業個人戦 兵庫県ベイコム

16～17 木～金 第16回TMSチャレンジカップ 県武道館

21～23 火～木 夏季錬成大会 勝浦日本武道館

26 日 千葉県少年柔道大会 県武道館

千葉県高段者大会 六段審議会 ８～９ 全日本ジュニア選手権大会 埼玉県武道館

二部審議会（初～参段） 関柔連理事会 25 全国警察選手権大会 日本武道館

常任理事会 関柔連理事会 23 マルちゃん杯少年柔道大会 東京武道館

19 水 安全講習会（高体連） 県武道館 29～30 全日本学生体重別選手権大会 日本武道館

23 日 C級審判員ライセンス講習会 科学センター 六段形審議会

24 祝 千葉県柔道道場連盟柔道大会 船橋武道センター

7 日 第４回千葉県形競技大会 県武道館 14 七八段審議会 清水園 ６～８ 福井国体 福井県武道館

7 日 千葉県学生優勝大会 順天堂大学 21 全日本「形」競技会 講道館

14 日 四・五段受験者形講習会 市武道館 20～21 全日本学生体重別団体 ベイコム体育館

26 金 千葉県民大会総合開会式 科学センター 22 全国警察大会 日本武道館

27～28土～日 県中学校新人大会 ゼットエー武道場

28 日 千葉県民体育大会 県武道館

３～４ 土～日 講道館杯全日本体重別大会 千葉ポートアリーナ 10 七段形審査会 川口武道センター ３～４ 講道館杯全日本体重別大会 千葉ポートアリーナ

四・五段審査会・二部審議会　　　　　常任理事会 11 全国青年大会 講道館

常任理事会 全日本視聴覚障害大会 講道館

24～25 土～日 県高校新人大会 ゼットエー武道場 ２３～２５ グランドスラム東京 大阪

1～2 土～日 C指導員養成講習会 武道大學 1 各県会長・理事長・事務局長会議 清水園 2 全日本産業別大会 講道館

2 日 スポーツ少年団柔道大会 八街スポーツプラザ

24 祝 千葉県柔道選手権大会 ゼットエー武道場

26 水 水田杯 城西国際大学

27 木 若潮杯 武道大学

1 12 土 千葉県高校選抜大会 勝浦日本武道館

二部審議会（初～参段） 2 理事会・関東選手権大会抽選会

常任理事会 3 六段昇段証書伝達式・祝賀会 清水園

10 第10回東京・関東地区選抜大会 埼玉武道館

土 ジュニア強化 未定 2 関柔連理事会 栃木県 20～21 全国高校選手権大会 日本武道館

24 日 千葉県少年柔道大会　道場連盟総会 船橋武道センター 3 全日本選手権大会関東予選 栃木県 23～24 近代柔道杯全国中学校大会 埼玉県武道館

25～26 月～火 関東親善大会 勝浦日本武道館

8
埼玉武道館
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※千葉県武道館は、1１月～3月までトイレ改修工事のため全館使用禁止。
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