
４月 ９日（土）１０日（日） 全国組手審判員講習・審査会 日本空手道会館

１６日（土） 地区協前期総会 秋田市北部市民サービスセンター

１７日（日） 第１回全日本空手道体重別選手権大会東北地区予選会 秋田市北部市民サービスセンター

２３日（土）２４日（日） 全国組手審判員講習・審査会 大阪府立体育会館

２２日（金）～２４日（日） 高校春季大会 カクヒログループスタジアム

★ ２９日（金・祝） 県連　第１回昇段審査会 みちぎんドリームスタジアム

★ ３０日（土）１日（日） 第４８回青森県少年空手道大会 青森県武道館（主競技場）

第２２回全日本少年少女大会青森県予選会

第３０回全国中学生大会（個人・団体戦）青森県予選会

第１回　常任理事会

５月 ５日（木・祝） 第５８回東日本大学空手道選手権大会 日本武道館

７日（土）～８日（日） 全国形審判員養成講習会 日本空手道会館

７日（土） 東北地区協審判委員会・講習会 宮城県利府町総合体育館

８日（日） 第２３回東北中学生大会 宮城県利府町総合体育館

８日（日） 第１回全日本空手道団体形選手権大会東北地区予選会 宮城県利府町総合体育館

★ １４日（土）１５日（日） 第１回強化練習（合宿） 岩手山交流の家

６段２１日（土）７・８段・２２日（日） ６・７・8段位審査会 日本空手道会館

22日（日） 東北学生空手道選手権大会 宮城県武道館

６月 ４日（土） 第１８回全日本障がい者空手道競技大会 東京武道館

４日（土） 東北マスターズ大会 岩手県武道館

４日（土）～６日（月） 高校総体 六戸町総合体育館

５日（日） 全空連評議員会 日本空手道会館

１１（土）１２（日） 第１回全日本空手道体重別選手権大会（仮称） 群馬県高崎アリーナ

★ １８日（土） 第２回強化練習 未定

１８日（土）１９日（日） 第１回全日本団体形空手道選手権大会（予選） 日本空手道会館

２４日（金）～２６日（日） 第４３回東北高校空手道選手権大会 岩手県営武道館

★ ２６日（日） 倫理委員会 一休

２６日（日） 第６6回全日本学生空手道選手権大会 姫路市立中央体育館

　７月　 ２日（土）３日（日） 全国公認形審判員講習・審査会 日本空手道会館

★ １６日（土） 第３回強化練習 みちぎんドリームスタジアム

２２日（金） 第１回全日本団体形空手道選手権大会（決勝・３決） 日本空手道会館

★ ２３日（土） 第49回東北総体　抽選会 青森県総合社会教育センター

３０日（土） 令和４年度全日本少年少女武道錬成大会 日本武道館

31日（日） 東北少年少女大会 宮城県利府町総合体育館

８月 ★ ６日（土） 第４回強化練習 みちぎんドリームスタジアム

１０日（水）１１日（木・祝） 第２２回全日本少年少女空手道選手権大会 武蔵野の森総合スポーツプラザ

１６日（火）～１８日（木） 第１３回全国指導者研修会 日本空手道会館

１７日（水）～２０日（土） 第４９回全国高等学校空手道選手権大会 愛媛県・伊予三島運動公園体育館

２６日（金）～２８日（日） 第３０回全国中学生空手道選手権大会 鹿児島県サンアリーナ

★ ２６日（金） 東北地区協後期総会、午前リハーサル 青森県武道館会議室

★ ２６日（金）～２８日（日） 第４９回東北総体 青森県武道館

★ ２８日（日） 第５回北海道対抗戦 青森県武道館

未定 東北地区大学総体（インカレ） 未定
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   9月 ★ ３日（土）４（日） 武道館共催事業審判講習会 県武道館

４日（日） 第１回公認コーチ３・コーチ４更新義務研修会 日本空手道会館

★ １０日（土） 第５回強化練習 みちぎんドリームスタジアム

★ １８日（日） 第５０回全日本空手道選手権大会県予選会

第２回未来くん杯全国中学生空手道選抜大会青森県予選会

第２回　常任理事会

２３日（金・祝）～２５日（日） 日本スポーツマスターズ岩手大会２０２２ 岩手県営武道館

25日（日） 東北学生空手道選手権大会（団体戦） 宮城県武道館

２５日（日）
日本スポーツ協会指導者更新義務研修会
３級資格審査員更新研修会

宮城県名取市民体育館

１０月 ２日（日）～４日（火） 第７７回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体） 栃木県立県南体育館

★ 8日（土） 県連　第２回昇段審査会 みちぎんドリームスタジアム

１０日（月・祝） 第６５回関東大学空手道選手権大会 日本武道館

１５（土） 東北高体連空手道専門部　昇級・昇段審査会 青森市西部市民センター

１４日（金）～１６日(日） 公認コーチ３専門講習会（前期） 日本空手道会館

★ ２２日（土） 第６回強化練習 みちぎんドリームスタジアム

★ ２３日（日） 第４回東北中学生選抜大会 県武道館

３０日（日） 第３３回関東学生空手道選手権大会 日野ふれあいホール

１１月 ４日（金）～６日（日） 高校新人戦 県武道館

５日（土）～６日（日） 第２回全少選抜地区協予選会 宮城県名取市民体育館

１２日（土）６段・１３日（日）7段 ６・７段位審査会 エディオンアリーナ大阪

１２日（土） 第１３回消防親善空手道大会 三沢市武道館

★ １９日（土） 第７回強化練習 みちぎんドリームスタジアム

２０日（日） 第６６回全日本大学空手道選手権大会 日本武道館

２０日（日） 地区形審判員養成講習会 宮城県名取市民体育館

２６日（土）２７日(日） 日本スポーツ協会公認コーチ４養成専門科目講習会（前期） 日本空手道会館

未定 東北地区協審判講習会（中央講師招聘） 未定

１２月 ★ ４日（日） 第３回　常任理事会（行事確認） 青森県総合社会教育センター

９日（金） 公認称号及び推薦段位審査会 日本空手道会館

１０日（土） 第５０回全日本空手道選手権大会（団体戦） 東京武道館

１１日（日） 第５０回全日本空手道選手権大会（個人戦） 日本武道館

未定 東北地区協県代表者会議 未定

２５日（日）～２７日（火） 第２９回河北杯全国高等学校空手道選手権大会 宮城県仙台市宮城野区体育館

１月 ４日（水）～６日（金） 第３６回桃太郎杯全国高等学校空手道選手権大会 岡山県総合グラウンド体育館

７日（土）８日（日） 女性会員対象技術・審判講習会 日本空手道会館

１３日（金）～１５日（日） 公認コーチ３専門講習会（後期） 日本空手道会館

２０日（金）～２２日（日） 東北高校選抜大会 宮城県

★ ２１日（土）２２日（日） 第８回強化練習 みちぎんドリームスタジアム

２月 ★ ４日（土） 国体等（候補）選手選考会202３ みちぎんドリームスタジアム

★ ５日（日） 第４回常任理事会（総会前） 青森県総合社会教育センター

★ １２日（日） 国体招聘事業審判講習会 県武道館

１８日（土）～１９日（日） 日本スポーツ協会公認コーチ４養成専門科目講習会（後期） 日本空手道会館

未定 第２回全少空手道選抜大会 未定

未定 第１６回樹氷杯ジュニア空手道選手権大会 山形県総合スポーツセンター

未定 第５８回全自衛隊空手道選手権大会 入間基地東体育館

　3月　 ４日（土） 第２回公認コーチ３・コーチ４更新義務講習会 日本空手道会館

４日（土）５日（日） 地区協公認４，５段位他資格審査会  ４日形・段、５日組手 宮城県名取市民体育館

★ 12日（日） 青空連総会 青森県総合社会教育センター

２３日（木）～２５日（土） 第４２回全国高等学校空手道選抜大会 福岡県・福岡市総合体育館

未定 令和４年度流派別形講習会（剛柔・和道、松濤・糸東） 日本空手道会館

未定 第2回未来くん杯第１７回全国中学生空手道選抜大会 京都府

未定 コーチ１新規講習会、地区協で実施予定

2023

三沢市武道館


