
主　催 行　　　　　　　　　　　　事 期　　　　間 場　　　所 主　催 行　　　　　　　　　　　　事 期　　　　間 場　　　所

都空連 平成3１年度第1回審判団編成講習会 ３月24日（日） 日本空手道会館 全空連 第1回コーチ3・コーチ4更新義務講習会 ９月１日（日） 日本空手道会館

全空連 全国公認組手審判員講習会 ３月30日（土）～31日（日） 日本空手道会館 WKF KARATE1プレミアリーグ東京 ９月６日（金）～８日（日） 日本武道館

都空連 都空連強化選手・ジュニア強化選手（中学生）選考会 ４月13日（土） 日本空手道会館 日体協 日本スポーツマスターズ2019空手道競技 ９月14（土）～16日（月） 岐阜県・で愛ドーム、ふれ愛ドーム

全空連 全国公認組手審判員講習会 ４月13日（土）～14日（日） 大阪府立体育館 全空連 第15回全日本障がい者空手道競技大会 ９月28日（土） 東京武道館

都空連 平成3１年度第２回審判団編成講習会 ４月14日（日） 日野市市民の森ふれあいホール 日体協 第74回国民体育大会　空手道競技 ９月28日（土）～30日（月） 茨城県牛久運動公園体育館

都空連 第72回都民体育大会監督会議・組み合わせ抽選会 ４月16日（火) 都空連事務所 都空連 秋季公認初～参段位及び少年段位審査会 10月６日（日）　　 日本空手道会館

都空連 平成30年度仮決算 ４月18日（木) 都空連事務所 関地協 第22回関東中学生空手道選手権大会 10月12日（土）～13日（日） 藤沢市秩父宮記念体育館

都空連 春季公認初～参段位及び少年段位審査会 ４月28日（日) 江東区スポーツ会館 都空連 2019年度上半期監事監査 10月17日（木） 都空連事務所

全空連 全国公認形審判員講習会 ５月５日（日）～６日（月） 日本空手道会館 全空連 公認コーチ3専門科目講習会（後期） 10月18日（金）～20日（日） 日本空手道会館

都体協 第72回都民体育大会空手道競技大会 ５月５日（日） 東京武道館 都空連 全日本選手権大会代表選手選考会 10月　未定 日本空手道会館

都空連 第3回東京都障がい者空手道競技大会 ５月５日（日） 東京武道館 日体協 公認コーチ１育成講習会 10月～１月末 新宿スポーツセンターほか

都空連 平成30年度本決算 ５月16日（木) 都空連事務所 関地協 地区公認組手審判員講習会 11月２日（土） 日本空手道会館

関地協 公認四段位・五段位審査会 11月３日（日） 日本空手道会館

全空連 公認六段位審査会 11月16日（土） 大阪府立体育館

全空連 公認六段位審査会 ５月25日(土） 日本空手道会館 全空連 公認七・八段位審査会 11月17日（日） 大阪府立体育館

全空連 公認七・八段位審査会 ５月26日(日） 日本空手道会館 都空連 第２回女性審判員講習会 11月23日（土） 新宿スポーツセンター

都空連 第33回東京都小学生空手道選手権大会 ５月26日(日） 東京武道館 都空連 第26回シニアオープン空手道選手権大会 11月24日（日） 新宿コズミックセンター

都空連 第1回女性審判員講習会 ６月２日（日） 新宿スポーツセンター 関地協 関東中学生・高校生空手道大会（仮称） 12月７日（土） 東京武道館

関地協 第48回関東高等学校空手道選手権大会 ６月７日（金）～９日（日） 栃木県宇都宮体育館 全空連 第47回全日本空手道選手権大会（団体戦） 12月７日（土） 群馬県・高崎アリーナ

都空連 公認都道府県形審判員講習会 ６月９日（日） 日野市市民の森ふれあいホール 全空連 第47回全日本空手道選手権大会（個人戦） 12月８日（日） 群馬県・高崎アリーナ

都空連 2019年度第１回総会 ６月15日（土） 日本空手道会館 都空連 彩の国杯代表選手選考会 12月22日（日） 日本空手道会館

都空連 第49回東京都空手道選手権大会 ６月23日（日） 東京武道館 都空連 2020年度事業計画・収支予算編成 2020年１月５日（日） 都空連事務所

関地協 第9回関東少年少女空手道選手権大会 ６月30日（日） 栃木県立県南体育館（小山市） 都空連 2019年度幹部中央研修会 1月12日（日） 都空連事務所

関地協 地区公認形審判員講習会 ７月６日（土） 千葉県船橋アリーナ（予定） 全空連 公認コーチ４専門科目講習会 1月17日（金）～19日（日） 日本空手道会館

関地協 公認地域スポーツ指導者義務講習会 ７月７日（日） 千葉県船橋アリーナ（予定） 関地協 第28回関東高等学校空手道選抜大会 1月18日（土）～19日（日） 山梨県小瀬スポーツ公園武道館

都空連 都道府県合同強化選手合宿 ７月13日（土）～14日（日） 日本空手道会館 都空連 東京都公認指導員講習会 １月25日（土） 日本空手道会館

関地協 第9回関東スポーツマスターズ空手道競技会 ７月14日（日） 埼玉県立武道館 都空連 全空連公認形審判員（基本形・指定形）講習会 １月26日（日） 日本空手道会館

第33回東京都中学生空手道選手権大会 関地協 第２回関東地区組手審判講習会 ２月９日（日） 日本空手道会館

第18回東京都幼年空手道選手権大会 東武館 東京武道館杯 ２月11日（火・祝） 東京武道館

日武館 全日本少年少女武道（空手道）錬成大会 ７月27日（土） 日本武道館 公認都道府県組手審判員講習会・

関地協 第38回関東少年団競技別交流大会空手道競技会 ７月27日（土）～28日（日） ALSOKぐんま武道館 都認定審判員講習会

関地協 第1回関東地区組手審判講習会 ７月28日（日） 日本空手道会館 都空連 2020年度各種大会要項配布 ３月３日（火） 都空連事務所

全空連 第19回全日本少年少女空手道選手権大会 ８月３日（土）～４日（日） 東京武道館 都空連 2020年度都空連会員登録 ３月５日（木） 都空連事務所

全空連 第27回全国中学生空手道選手権大会 ８月16日（金）～18日（日） 北海道札幌市 全空連 第2回コーチ3・コーチ4更新義務講習会 ３月７日（土） 日本空手道会館

全空連 公認コーチ3専門科目講習会（前期） ８月23日（金）～25日（日） 日本空手道会館 関地協 3級資格審査員講習会 ３月８日（日） 日本空手道会館

関地協 第50回関東空手道選手権大会 ８月24日（土）～25日（日） 千葉県・東金アリーナ 都空連 2019年度第２回総会 ３月21日（土） 日本空手道会館

全空連 全国１、２級資格審査員研修会 ８月31日（土） 日本空手道会館 都空連 2020年度ジュニア強化選手（小学生）選考会 ３月21日（土） 日本空手道会館

全空連 第14回全国中学生空手道選抜大会（彩の国杯） ３月28日（土）～30日（月） 埼玉県立武道館

都空連 区郡市理事長会議 随時 都空連事務所

全空連 公認九段位審査会 未定 日本空手道会館

平成31年３月９日現在

７月14日（日） 東京武道館

都空連 ３月１日（日） 日本空手道会館

（一社）東京都空手道連盟2019年度行事日程表

※日時、場所等は都合により、変更になる場合があります。

全国中学校大会・関東中学生大会・日本マスター
ズ・関東マスターズ代表選手選考会

５月19日（日） 江東区スポーツ会館都空連

都空連


