平成２７年度岐阜県柔道協会行事計画
全柔連・東海柔連

月 日 曜

岐阜県柔道協会
4～5 県高校強化練習会

4～5全日本選抜体重別選手権大会

各支部柔道協会

メモリアル

5 日
全日本カデ体重別選手権大会

なみはやドーム

12 日
19 日
4

皇后杯全日本女子柔道選手権大会 横浜文化体育館 中学強化練習会

メモリアル

審判講習会・役員総会
参段以下昇段審査・総会
飛騨地区参段以下昇段審査
飛騨地区審判講習会

10:00 関市総合体育館 各務原市桜祭り
9:30 瑞浪市民体育館

9：00各務原市総合体育館

10:00高山西スポ
14:00高山西スポ
岐阜地区総会・登録説明会・形講習会 9：30県警武道館
11東金会
1～8級昇級審査
9：00 大垣市武道館
西濃地区役員総会
13：00 大垣市武道館
18 可児支部 昇級審査

9:00 瑞浪市民体育館

14:00 可児市錬成館

県審判講習会Ｃライセンス試験 メモリアル

２４ 管内矯正職員武道大会
２８ 全国高段者大会
２９ 全日本柔道選手権大会

名古屋刑務所
講道館
日本武道館

第４５回岐阜地区体重別選手権大会 9：30メモリアル

西濃地区体重別選手権大会
中濃地区体重別選手権大会
小学生学年別選手権大会
25全国東海高校総体・岐阜県体
重別（高校）地区予選

26 日

25 飛騨地区柔道(グローアップ）練習会

29 岐阜市民大会
9：30 大垣市武道館 29 岐阜支部 昇級審査
10:00 関市総合体育館
13:30 関市総合体育館

9:30メモリアル
12:00メモリアル

9:30瑞浪市民体育館

9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ

第５１回飛騨地区体重別選手権大会 9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ

４～５ 全国少年大会

講道館

3 日
5

10 日

メモリアル

講道館「形」東海地区講習会

沼津市立高校

東海学生柔道夏季優勝大会
愛知県武道館
全柔連審判員Ｂライセンス試験 愛知県武道館
24 日 ２２ 全国矯正職員武道大会施設対抗試合 東京拘置所
31 日 ３０～３１マルちゃん杯中部少年柔道大会 長野・松本
7 日 全日本実業団団体対抗柔道大会 秋田
14 日
6
20～21 東海高校総体

静岡県

20～21 東アジア柔道選手権大会 愛知県武道館
28 日 27～28全日本学生柔道優勝大会 日本武道館

２ 中部管区大会
東海高段者大会（午前）

愛知県武道館

第11回岐阜地区小学生学年体重別 10：00メモリアル
メモリアル
４ 県中･高段者大会 常任理事会 メモリアル
高校総体県予選・団体
大垣市武道館 飛騨地区柔道(グローアップ）練習会 9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
飛騨地区 柔道講習会
9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
高校総体県予選・個人
大垣市武道館

19～20東海ブロック小学生柔道強化合宿

２３ 高校生一級試験講習
メモリアル
第51回県体重別選手権大会 メモリアル
第１２回県小学生学年別選手権大会 メモリアル
飛騨地区参段以下昇段審査
岐阜県学生柔道体重別選手権大会 朝日大学
13～14 県高校強化練習会 大垣市武道館
9:30 瑞浪市民体育館 参段以下昇段審査
五段以下昇段審査

22～24金鷲旗高校大会
26 日 柔整師杯東海ブロック大会

9 日
8

16 日
23 日
30 日
6 日
13 日

9

１ 全国教員大会
全日本少年少女武道錬成大会
8～9 東海中学校総体
8～12インターハイ柔道競技
17～20全国中学大会
国体東海地区予選会
22～23 全国高専大会
全国小学生学年別大会
全日本実業個人選手権大会
東海学生柔道体重別選手権大会
5全日本学生柔道体重別団体優勝大会東海選考会

４ 管内矯正職員武道大会選手権試合

１１ 全国警察柔道選手権大会
12～13 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会

19～20 日本ベテランズ国際大会
20 日 22マルちゃん杯全日本少年大会

27 日
4 日

10：00羽島市柔剣道場

豊田市

9:30 瑞浪市民体育館 第３９回付知町柔道大会
9:00 ビッグアリーナ
飛騨地区柔道(グローアップ）練習会 9:00 ビッグアリーナ
西濃地区総合体育大会
9：00 大垣市武道館
1～10級昇級審査
13：00 大垣市武道館
10：00 関市総合体育館
中濃地区高校総体
第４５回東濃総合体育大会柔道競技 9:30 瑞浪市民体育館
9:30 瑞浪市民体育館
２０ 東濃地区中体連柔道競技
9:30 飛騨高山高校山田校舎
１８ 飛騨地区高校総体
飛騨地区中体連柔道競技
9:00 ビッグアリーナ
１１ 第６７回東濃地区高校総体柔道競技

9：30岐阜高専
各市
10:00 八幡中学校

9:30 中津川市付知B＆G海洋センター

飛騨地区体育大会

20 国体選手選考委員会

未定

奈良県天理市
函館市
20～22 県高校強化練習会 大垣市武道館
宮崎県立武道館
第５１回各種団体対抗柔道大会 瑞浪市体育館
山梨県

名張市武道交流館いきいき

ベイコム総合体育館

愛知県武道館
中京大学
大垣市武道館
日本武道館
県民スポーツ大会
埼玉県立武道館 小学生強化練習
嬉野市
五段以下昇段審査
東京武道館

3～５ 国民体育大会柔道競技

和歌山ビッグウェーブ

3～4全日本学生柔道体重別選手権大会
９ 管内矯正職員武道大会秋季柔道試合

日本武道館
富山刑務所
講道館

５ 西濃地区高校総体
可児錬成館
メモリアル
メモリアル

19飛騨地区柔道(グローアップ）練習会

9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
10：00高山西スポ
14:00 高山西スポ

12 東金会

9:00 瑞浪市民体育館

23 岐阜市総合体育大会
23 岐阜支部 昇級審査

9:30 :ﾒﾓﾘｱﾙ
12:00 ﾒﾓﾘｱﾙ

26 中学錬成大会（個人戦）
メモリアル
第６６回五地区対抗柔道大会 可児市錬成館
9:00 瑞浪市民体育館 高山市スポーツフェスティバル
第９回飛騨市民柔道大会
各務原支部 昇級審査

審判・形・C指導者講習会
11～12 高校錬成大会（男子） 大垣市武道館
11～12 高校錬成大会（女子） メモリアル
岐阜県学生柔道優勝大会
岐阜大学

ベイコム総合体育館

３ 第２３回岐阜県「形」選手権大会

千葉ポートアリーナ 7 中学秋季大会

8 日

大垣市武道館

飛騨地区参段以下昇段審査
飛騨地区県形選手権予選会

日本武道館

1 日
7～8 講道館杯

岐西支部 昇級審査
4.高山市・飛騨市中学柔道大会
郡上支部 昇級審査

三重県ゆめドームうえの

大阪刑務所

24～25全日本学生柔道体重別団体優勝大会

9:00 関市総合体育館
9:00 瑞浪市民体育館

マリンメッセ福岡 25 岐阜県中学校総体（団体戦） 大垣市武道館
浜北体育館
岐阜県中学校総体（個人戦） 大垣市武道館
メモリアル＆プラザ
28～29中学強化合宿
飛騨地区柔道(グローアップ）練習会 9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
講道館
1～2 中学強化練習会
メモリアル
日本武道館

２５ 全国矯正職員武道大会選手権試合

１４ 全国警察柔道大会

10：00桜丘中

10：00高山西スポ

第２５回県柔整師杯少年大会 メモリアル
4～5 県高校強化練習会
メモリアル

18 日
25 日

羽島支部 昇級審査

13:00多治見工業高校 各務原市民大会

名張市武道交流館いきいき

東海柔道連合会特別審査・審議会 浜松市武道館

11 日 12 日整全国柔道大会
10

9:00瑞浪市民体育館

10:00 関市総合体育館 美濃支部 昇級審査
飛騨地区柔道(グローアップ）練習会 9:00高山西スポ
20 東金会

19 日

2 日

２・４・５東金会

ジュニア体重別選手権大会県予選・教員大会県予選

5 日 第１６回東海「形」競技大会（午後） 名張市武道交流館いきいき
4～5 東海高専大会
鈴鹿市武道館
全国国立大学柔道優勝大会
講道館
１１ 全柔連審判員Ａライセンス研修会・Ａライセンス試験 愛知県武道館
12 日 全日本ジュニア柔道体重別東海地区予選会 愛知県武道館
7

第１２回飛騨地区小学生学年別選手権 13:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
6 東濃地区体重別選手権大会・岐阜県 9:30瑞浪市民体育館
小学生学年別選手権大会東濃地区予選

４ 県形競技会

17 日

21 日

４ 五段以下昇段審査

中学強化選手選考会

メモリアル
メモリアル
メモリアル

岐阜地区高校総体
未定
1級昇級審査・参段以下昇段審査 10：00 大垣市武道館
2～10級昇級審査
13：00 大垣市武道館
第33回飛騨地区中学校新人柔道大会 9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
24.飛騨地区柔道(グローアップ）練習会 9:00ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
第３９回全飛少年柔道大会
8:30ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ
31 中濃地区小中学生強化練習会 10:00 関市総合体育館
第４５回鈴木杯争奪少年柔道大会 10:00 関市総合体育館
岐阜県高校新人大会東濃地区予選 9:30 瑞浪市民体育館
東濃地区高体連新人団体柔道大会 9:30 瑞浪市民体育館

ビッグアリーナ
飛騨市トレセン
10：00各務原市総合体育館

羽島市民大会・少年大会
17 東金会
第２９回中津川市柔道大会

9：00羽島市柔剣道場
9:00 東美濃ふれあいセンター

第１７回多治見市少年柔道大会

9:30 感謝と兆戦のＴＹＫ体育館

9:00 瑞浪市民体育館

７ 岐阜県高校新人大会飛騨地区予選 9:30 飛騨高山高校山田校舎

14 全国青年大会柔道競技
東海学生柔道冬季優勝大会
11

講道館
愛知県武道館

岐阜県高校新人大会岐阜地区予選 メモリアル

15 日

21 全日本「形」競技大会
22 日 全日本視覚障害者大会
23 全日本産業別大会
２７ 全国矯正職員高段者大会
29 日

講道館
講道館
講道館
府中刑務所

4～6グランドスラム東京

東京体育館

21 Ｃ指導者更新講習会
２１～２２

メモリアル

13 日
20 日
27 日
10 日

1

全日本選手権県予選（男女）
小学生強化練習

大垣市武道館 参段以下昇段審査
メモリアル
参段以下昇段審査
飛騨地区参段以下昇段審査
飛騨地区企画委員会

豊田市武道館

岐阜地区鏡開き
11 西濃地区鏡開き
県高校新人大会（団体）

9：00桜丘中

9：30岐阜高専
関支部 昇級審査
9:00 関市総合体育館
第２４回恵那市少年柔道錬成大会 9:30 恵那市山岡B&G海洋センター
9:00 瑞浪市民体育館 第28回平野杯学年別大会
9:30ﾒﾓﾘｱﾙ
9:00 瑞浪市民体育館
10：00高山西スポ
５ 東金会
岐西柔道選手権

9：00穂積中学校

16 東金会

9:00 瑞浪市民体育館

10：00メモリアル
10：00 大垣市武道館

大垣市武道館

第４５回全国選抜瑞浪少年柔道大会 9:00 瑞浪市民体育館

県高校新人大会（個人）
五段以下昇段審査
6～7 中学錬成大会（団体戦）
Ｃ指導者更新講習会
小学生強化練習会

14 日
2
21 日
28 日
東海柔道連合会理事会・評議員会（総会/午前）
全日本柔道選手権大会東海地区予選（男女/午後）

13 日
20 日 19～21全国高校選手権大会
27 日 近代柔道杯全国中学生大会
28 月

9:30 土岐市生涯学習館

26～27 中学錬成大会（団体戦） 大垣市武道館
9～11東海ブロック中学生柔道強化合宿

24 日
31 日
7 日

3

9:00 瑞浪市民体育館

10:00 関市総合体育館 岐西支部 昇級審査

常任理事会・企画委員会

17 日

6 日

10：00山県市総合体育館

C指導者養成講習会 メモリアル

6 日
12

山県支部 昇級審査
西濃地区学年別柔道選手権大会 9：30 大垣市武道館 １４ 東金会
西濃地区中学生学年別柔道選手権大会 9：30 大垣市武道館 第３９回土岐市少年柔道錬成大会
岐阜県高校新人大会西濃地区予選 9：30 大垣市武道館
岐阜県高校新人大会中濃地区予選 関高校
9:30 飛騨高山高校山田校舎
１４ 飛騨地区高校新人大会
各務原市秋季大会

浜松市武道館
浜松市武道館

大垣市武道館
メモリアル
大垣市武道館 飛騨地区柔道(グローアップ）練習会 9:00高山西スポ
10:00 関市総合体育館
メモリアル
地区参段以下昇段審査
メモリアル
1級昇級審査・参段以下昇段審査 10：00 大垣市武道館
2級～10級昇級審査
13：00 大垣市武道館
9:30 瑞浪市民体育館
参段以下昇段審査
飛騨地区参段以下昇段審査
10：00高山西スポ
第４５回東濃地区少年柔道大会 9:30 瑞浪市民体育館

委員会･理事会･総会
水産会館
日本武道館
飛騨地区総会
埼玉県立武道館 県少年柔道大会（兼全国少年大会県予選） 大垣市武道館
(日･会場調整中) 県少年部総会
大垣市武道館
中学合同練習会 〔日程が合えば、やります〕 メモリアル
※
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岐阜支部 昇級審査
加茂支部 昇級審査
13 東金会

10:00岐阜市綜合体育館

5 東金会

9:00 瑞浪市民体育館

県下少年柔道羽島市大会
各務原支部 昇級審査

10：00各務原市総合体育館

０

～

１

9:00 関市総合体育館
9:00 瑞浪市民体育館

０

9：00羽島市柔剣道場
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