
月 日 行　事 場　所

    16日 拳和会　AM：指導者初稽古・総会　 本部道場

　22～23日 愛空連　武道館指導者研修会【中止】 愛知県武道館

     6日 愛空連　彩の国杯　強化練習会 枇杷島ＳＣ第２

  11～12日 第1回 全日本少年少女空手道選抜大会 宮城県：宮城ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

    13日 拳和会　指導者講習会 本部道場

    20日 愛空連　組手審判講習会 守山ＳＣ第２

    27日 全知多　理事会・大会打合せ・審判講習会 知多市民体育館（メディアス体育館ちた）

    27日 連合会　常任理事・理事会・総会【延期】 ホテル新大阪７F

    13日 拳和会　AM：大会打合せ･組手強化　PM：審判講習会 本部道場

  24～26日 高体連　第41回 全国高校空手道選抜大会 宮城県：宮城ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

  28～30日 第16回 全国中学生空手道選抜大会（未来くん杯） 京都府 : 京都市体育館

9～10日・23～24日 全空連　全国組手審判講習・審査会 日本空手道会館・大阪府立体育会館

    17日 第54 回 愛知県空手道選手権大会 愛知県体育館

    17日 岐阜県空手道競技大会 （国体・全中予選） 岐阜メモリアルふれ愛ドーム

    24日 拳和会 春季 昇段検定 本部道場

    29日 ● 学連　  東海地区大学空手道 体重別個人戦大会 豊田市：高岡公園体育館

     3日 第16回愛知県少年少女空手道選手権大会　（全少予選） 愛知県体育館

     5日 岐阜県少年少女空手道選手権大会　　　　 （全少予選） 岐阜メモリアルで愛ドーム

     8日 愛空連　国体　強化練習会 ガイシ第3

  　15日 第40回全知多空手道競技大会 知多市民体育館（メディアス体育館ちた）

  21～22日 高体連　愛知県大会　 （インターハイ予選） ARCO清須メインホール

  21～22日 全空連　６・７・８段審査会 日本空手道会館

　　22日 全空連　地区形審判養成講習会 守山SC第２

    22日 岐阜県マスターズ予選大会 未　定

    29日 ● 学連　  東海地区大学 春季 空手道選手権大会 パロマ瑞穂アリーナ

     4日 第21回愛知県中学生空手道選手権大会　   （全中予選） パロマ瑞穂アリーナ

  11～12日 第1回全日本空手道体重別選手権大会 群馬県：高崎アリーナ

  18～19日 高体連　東海大会 ARCO清須メインホール

    19日 連合会　第18回東海大会      （連：全国大会予選） 昭和SC

　　25日 愛空連　●全少強化練習会●マスターズ選考会 東SC第２

    26日 愛空連　国体少年成年組手選考会●全空連 初～３段審査会 ガイシ第３

     3日 第43回 東海ブロック大会 （全日本選手権大会 形予選） 岐阜県

     3日 第44回 東海地区大会        （ミニ国体：国体形予選） 岐阜県

     3日 ● 学連　  第65回全日本学生空手道選手権大会（東西対抗） 兵庫県：姫路市中央体育館

    10日 愛空連　組手審判講習会 東SC第２

    24日 武豊町民大会 武豊町総合体育館

　　24日 スポ協　スポーツ指導員講習会・３級資格義務講習会 露橋SC第1

  10～11日 第22回 全日本少年少女空手道選手権大会 東京都：武蔵野の森スポーツプラザ

  17～20日 高体連　第49回インターハイ 愛媛県：伊予三島運動公園体育館

　未　定 第29回 全国中学生空手道選手権大会 山口県

     3日 全空連　１・２級資格審査員研修会 日本空手道会館

     4日 第28回 愛知県錬成大会（全中選抜・全日本組手予選） 愛知県体育館

 　 18日 愛空連　全日本 強化練習会●団体組手選考会 守山ＳＣ第２

　　19日 ● 学連　  東海地区大学 秋季 空手道選手権大会 東SC

  23～25日 日本スポーツマスターズ2022 全国大会 岩手県：岩手県営武道館

  24～25日 スポ協　公認コーチ養成講習会 北SC第２

　　25日 岐阜県選手権大会（全日本選手権・全中選抜予選） 未　定

　　2～4日 第77回 国民体育大会（とちぎ国体） 栃木県：栃木県立県南体育館

　　8～9日 全空連　地区組手・形審判員　４・５段 審査会 枇杷島ＳＣ第２

 　8～10日 高体連　新人戦       （新人戦東海大会予選） ARCO清須メインホール

　　23日 第1回東海地区少年少女選手権大会 守山ＳＣ第１

　未　定 高体連　新人戦東海大会   （全国選抜予選） 岐阜県

　　5～6日 スポ協　公認コーチ養成講習会 北SC第２

  12～13日 全空連　６・７段審査会 大阪府立体育会館

　　13日 拳和会　秋季 昇段検定 本部道場

　　20日 連合会　第59回 全国空手道選手権大会 大阪府立体育会館

　　20日 スポ協　公認コーチ養成講習会 中村SC第２

　　20日 ● 学連　  第66回全日本大学空手道選手権大会 日本武道館

     4日 拳和会　AM：指導者講習会　PM：計画中 本部道場

　10～11日 全日本選手権大会（12日：団体組手 13日：個人形・組手） 東京武道館・日本武道館

    18日 第53回拳和会空手道選手権大会 武豊町総合体育館

　未　定 第6回信長杯争奪空手道大会 ARCO清須メインホール

2023年     15日 拳和会　AM：指導者初稽古・総会　PM：新年会 本部道場

１月   21～22日 愛空連　武道館指導者研修会 愛知県武道館

     5日 愛空連　全中選抜強化練習会 東ＳＣ第２

    19日 拳和会　AM：指導者講習会 　PM：支部交流強化練習会 AM：本部　PM：衣浦小（予定）

    26日 愛空連　組手審判講習会 ガイシ第３

  未　定 全知多　理事会・審判講習会・大会打合せ 未　定

  未　定 第2回 全日本少年少女空手道選抜大会 未　定

    13日 拳和会　AM：大会打合せ　　 PM：審判講習会 本部道場

　　20日 拳和会　AM：指導者講習会 　PM：支部交流強化練習会 AM：本部　PM：衣浦小（予定）

  23～25日 高体連　第42回 全国高校空手道選抜大会 福岡県：福岡市総合体育館

　未　定 第17回 全中学生空手道選抜大会（未来くん杯） 京都府：未定
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