富山市空手道連盟

令和３年度

*ゴシック体+塗りつぶし:市空連行事 *太字：県空連行事
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2021年

３月

６日（土）
６日（土）
２０日（土）
２１日（日）
２１日（日）
２３日（火）～２６日（金）
２８日（日）～３０日（火）
４月 ３日（土）～４日（日）
１１日（日）
１０日（土）～１１日（日）
２０日（火）
２４日（土）～２５日（日）
２４日（土）
２５日（日）
２５日（日）
２５日（日）

第２回公認コーチ３・コーチ４更新義務講習会
第４９期富空連定期総会
北信越地区公認形・組手審判員審査会講習会
公認組手審判員・四＆五段審査会
第３８期市空連定期総会・懇親会
第４０回全国高等学校空手道選抜大会
彩の国杯 第１５回全国中学生空手道選抜大会
全国組手審判員講習会・審査会（新規）
市空連強化練習・市空連審判員講習会
全国組手審判員講習会・審査会（ランク付）
市空連強化練習・市空連審判員講習会、プログラム配布
全国組手審判員講習会・審査会（新規）
北信越地区公認形・組手審判員審査会講習会
公認組手審判員・四＆五段審査会
第１７回市民体育大会兼第３９回富山市空手道選手権大会
県体１部・２部出場者選考

日本空手道会館

５月

４日（火）～ ５日（水）
８日（土）
９日（日）
９日（日）推定
１６日（日）
２２日（土）～２３日（日）
２２日（土）
２３日（日）
２９日（土）
２９日（土）

全国形審判員養成講習会
富山県ジュニア強化指定選手選考会
富山県公認組手・形審判員更新講習会/審査会
スポーツフェスタ総合開会式
第１９回富山県少年少女空手道選手権大会
公認６段位（22日）・７段位（23日）審査会
※市空連 強化練習会（強化部）
第１８回富山県実業団空手道選手権大会
富山県高校総体空手道競技
富山県高校生昇段審査会

日本空手道会館

５日（土）
５日（土）
５日（土）
１８日（金）～２０日（日）
２６日（土）

第１６回全日本障がい者空手道競技大会
第７４回県体１部（国体予選会）・２部
第２６回富山県中学校選手権
２０２１年北信越高校総体空手道競技
第１５回スポーツ少年団交流大会

東京武道館
上市町総合体育館 ※呉西
上市町総合体育館 ※呉西
糸魚川市総合体育館
上市町総合体育館 ※県連

３日（土）
３日（土）〜４日（日）
１７日（土）
１７日（土）～１８日（日）

県体３部：第１６回北信越小中学生大会予選会
全国形審判員審査会
北信越地区協定例幹事会 ※国体リハ
第４５回北信越空手道選手権大会・ミニ国体

上市町総合体育館 ※呉東
日本空手道会館
長野県佐久市 県立武道館
長野県佐久市 県立武道館

５日（木）～ ７日（土）
１２日（木）～１５日（日）
１７日（火）
２０日（金）～２２日（日）
２８日（土）～２９日（日）

東京オリンピック競技大会空手道競技
第４８回インターハイ
県空連理事会（国体選手・各大会要項等）
第２９回全国中学生空手道選手権大会
第２１回全日本少年少女空手道選手権大会

日本武道館
上市町総合体育館 ※高空連
富山県総合体育センター
山口県維新大晃アリーナ
東京武道館

５日（日）
１１日（土）～１３日（月）
１９日（日）
１９日（日）

第１回公認コーチ３・コーチ４更新義務講習会
日本スポーツマスターズ2021空手道競技
第５０回富山県選手権大会
富山県一般昇段審査会

日本空手道会館
岡山県ジップアリーナ岡山
上市町総合体育館 ※呉東
上市町総合体育館 ※資格

２日（土）～４日（月）
１７日（日）
２３日（土）
３１日（日）

第７６回国民体育大会【空手道競技】
第１６回北信越小中学生空手道選手権大会
第３１回県高校新人戦
日体協スポーツ指導員資格更新義務講習会

三重県四日市 市総合体育館
上市町総合体育館
上市町総合体育館 ※高空連
福井県

３日（水・祝）
６日（土）
６日（土）
１３日（土）～１４日（日）
１４日（日）
１４日（日）
１９日（金）～２１日（日）
２８日（日）

富山県公認審判員更新･養成講習会 学科/実技
第１６回富山県中学校新人大会（全国選抜予選）
富山県小中学生昇段審査会
公認６段位（13日）・７段位（14日）審査会
※市空連 形講習会、強化練習会（資格部）
第１回全日本実業団空手道選手権大会
第３５回北信越高校新人戦
富山県交流大会（強化練習会）

上市町総合体育館
上市町総合体育館
上市町総合体育館
大阪府立体育館
体育文化センター
日本武道館
福井県
上市町総合体育館

第４９回全日本空手道選手権大会（団体戦）
第４９回全日本空手道選手権大会（個人戦）
県空連理事会（行事予定等）

東京武道館
日本武道館
上市町総合体育館

新春空手道稽古始め
市空連理事会（次年度行事予定等）
富山県交流大会（強化練習会）＆審判講習会
新年会
公認スポーツ指導者講師競技別全国研修会
第２回公認コーチ３・コーチ４更新義務講習会
第５０期富空連定期総会
第３９期市空連定期総会・懇親会
第４１回全国高等学校空手道選抜大会
杯 第１６回全国中学生空手道選抜大会

体育文化センター
体育文化センター
上市町総合体育館

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月 １１日（土）
１２日（日）
１４日（火）

滑川市総合体育センター
滑川市総合体育センター
高志会館
東京体育館
埼玉県立武道館
日本空手道会館
北部錬成館
日本空手道会館
総曲輪体育館
日本空手道会館
石川県
石川県
体育文化センター
体育文化センター

※強化
黒部錬成館or前沢公民館 ※審判
富山県総合体育センター
上市町総合体育館 ※富山
日本空手道会館
体育文化センター
黒部市錬成館
※実連
上市町総合体育館 ※高空連
上市町総合体育館 ※資格

※審判
※富山
※資格

16:00～18:00

13:00～15:00
19:00～20:30

9:00～17:00

9:00～16:00
高岡市担当
9:00～17:00

13:30～16:30
9:00～12:00
9:00～15:00
15:00～16:00

9:00～17:00
9:00～17:00
9:00～12:00
9:00～18:00

13:00～14:30
9:00～17:00

19:00～21:00

9:30～11:00
12:00～15:00

9:00～16:00
9:30～15:00

9:00～13:00
13:00～16:00

13:30～17:00

※強化

9:00～17:00

19:00～21:00

2022年

１月

９日（日）
９日（日）
１０日（月・祝）
２９日（土）
２月 未定
３月 ５日（土）
５日（土）
２０日（日）
２４日（木）～２６日（土）
日（ ）～
日（ ）

第二アリーナ
第二アリーナ
※強化＆審判

三重県
日本空手道会館
ボルファートとやま
高志会館
宮城県・グランディ21
京都府

10:00～11:30
11:40～12:00
9:00～16:00
18:30～

18:00～21:00
16:00～19:00

