
令和4年度福井県空手道連盟主要行事予定表案(令和4年4月1日～令和5年3月31日)
2022年3月21日現在

年月 日 事業名 場所 日 事業名 場所 会派、県連、市連名

R4

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 3日(日) 和道会幹事総会　10:00～12:00 福井県立武道館 和道会

15日(金)～17日(日) プレミアリーグ2022 ポルトガル・リスボン 3日(日)
嶺北地区空手道協議会幹事会
13:00～15:00

福井県立武道館 嶺北協

15日(金)～17日(日) 2022年度ジュニア選考会 日本空手道会館 3日(日)
福井市空手道連盟理事会
15:00～17:00

福井県立武道館 福井市連

16日(土) 第2回空手Family演武会 日本空手道会館 3日(日) 全国「型」競技大会 横浜武道館 極真会館髙橋道場
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 9日(土) 特別審判講習会 福井県立武道館 県連
29日(金・祝)～5/1日(日) 第1回ジュニア合宿 日本空手道会館

29日(金・祝)～5/1日(日) ユースリーグ2022 キプロス 17日(日) 合同稽古
県立武道館　多目的競技
場

極真会館髙橋道場

29日(金・祝) 第55回関西学生空手道個人選手権大会 兵庫県立総合体育館
未定 アンチ・ドーピング講習会 日本空手道会館

未定 インティグリティ講習会（ジュニア） 日本空手道会館 29日(木・祝)
第20回福井県ジュニア空手道選
手権大会

福井県立武道館 県連

未定 第1回常任理事会 日本空手道会館

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 15日（日） 理事総会 県連
7日(土)～8日(日) 全国形審判員養成講習会 日本空手道会館

12日（木）～15日（日） 第20回アジアカデット、ジュニア&アンダー21空手道選手権大会 ウズベキスタン・タシュケント 8日(日) 第43回日本空手協会福井県大会 敦賀市中郷体育館 協会福井県

13日（金）～15日（日） プレミアリーグ2022 モロッコ・ラバト 8日(日) 第30回和道会福井県大会 福井県立武道館 和道会
14日(土) 第38回理事会 日本空手道会館
14日(土) 第2回常任理事会 日本空手道会館
21日(土) 6段位審査会 日本空手道会館
22日(日) 7段位審査会/8段位審査会 日本空手道会館
29日（日） 第59回西日本大学空手道選手権大会 近畿大学

22日(日) 一般社団法人全日本実業団空手道連盟　第2回西日本地区大会 尼崎市記念公園　ベイコム総合体育館 28日(土)
福井県春季高等学校総合体育大
会

福井県立武道館 高体連

8日（日） JSPOコーチ1・2更新義務講習会 新潟県三条市 29日（日）
第30回福井市少年空手道選手権
大会

福井県立武道館 福井市連

8日（日） 三級資格審査員義務研修会 新潟県三条市 29日(日)
2022不死鳥杯北信越空手道交流
大会

県営体育館 極真会館髙橋道場

６月 1日(水)～3日(金) 第1回シニア合宿 日本空手道会館 5日(日) 北信越大会・国体一次予選会 敦賀市中郷体育館 県連
4日(土) 第18回全日本パラ空手道競技大会 東京都・東京武道館 12日(日) 和道会 昇級審査会① 福井県立武道館 和道会
5日(日) 第13回定時評議員会 日本空手道会館 19日(日) 夏季昇段昇級審査会 本部道場 極真会館髙橋道場

10日(金)～12日(日) シリーズA2022 エジプト・カイロ 17(金)-19(日) 北信越高等学校体育大会
石川県加賀市スポーツセ
ンター

高体連北信越

11日(土)～12日(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)～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 18(土)-19(日)
第1回松涛館全国空手道選手権
大会(仮名所)及び技術講習会

静岡県草薙総合体育館
NPO法人日本空手
松濤連盟

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 25(土)-26(日)
全日本グランドチャンピオン決定
戦　　　　ウエイト制全日本空手道
選手権大会

大阪府立体育館 極真会館髙橋道場

27日(月)～30日(木) ユースキャンプ クロアチア・ポレチ 26（日） 第23回松濤連盟東海北信越大会
岐阜県メモリアルセン
ター(で愛ドーム)

NPO法人日本空手
松濤連盟

７月 1日(金)～3日(日) ユースリーグ2022 クロアチア

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 9日（土）
第64回全国空手道選手権大会
（団体戦）

武蔵野の森総合スポーツ
プラザ

日本空手協会

3日(日) 一般社団法人全日本実業団空手道連盟　第2回東日本地区大会 東京武道館 10日（日）
第64回全国空手道選手権大会(個
人戦)

武蔵野の森総合スポーツ
プラザ

日本空手協会

全空連・地区協議会事業 県内関連事業



8日(金)～9日(土) ワールドゲームズ アメリカ合衆国・バーミンガム 3日（日） 2022県民スポーツ祭 福井県立武道館 県連
22日(金) 第１回全日本団体形空手道選手権大会(決勝戦・3位決定戦) 東京都・ホテルメルパルク東京
30日(土)   令和４年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会 日本武道館
予定 第1回中学校武道授業（空手道）指導法研究事業  日本武道館大会議室 23(土)-24(日) 夏季合宿 リトリートたくら 極真会館髙橋道場
未定 第2回シニア合宿 日本空手道会館 30(土)-31(日) 第64回JKA全国小中学生大会 群馬県高崎アリーナ 日本空手協会
17日(日) 第1回幹事会・審判会議・監督会議・前日練習・開会式・ミニ国体形競技 福井県営体育館

18日(月・祝) 第46回北信越空手道選手権大会 福井県営体育館 30(土)-31(日) 全国空手道選手権大会
代々木国立競技場第二
体育館

NPO法人日本空手
松濤連盟

８月 5日(金)～7日(日) 第2回ジュニア合宿 日本空手道会館 11（木祝）
国体最終選考会・全日本選手権
選考会

敦賀市中郷体育館 県連

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 11（木祝） 理事会 敦賀市中郷体育館 県連
16日(火)～18日(木)  第13回全国空手道指導者研修会 日本空手道会館 13(土)〜14(日) 和道会全国大会 愛知県体育館 和道会

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 20(土)・21(日) 第61回糸東会全国大会
丸善インテックアリーナ大
阪

糸東会

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・サンアリーナせんだい 21(日) 和道会ワールドカップ2022 愛知県体育館 和道会
27（土）-28（日） 北信越地区資格審査会 富山県 日本空手協会

９月 2日(金)～4日(日) プレミアリーグ2022 アゼルバイジャン・バク 4(日) 和道会昇級審査会② 福井県立武道館 和道会
3日(土) 1・2級資格審査員研修会 日本空手道会館
4日(日) 第1回日本スポーツ協会公認コーチ3・コーチ4更新研修会 日本空手道会館 中旬 他県合同合宿 関東方面予定 県連（強化部）
11日(日)～13日(火) アジア競技大会 中国・杭州
23日(金・祝)～25日(日) 日本スポーツマスターズ2022空手道競技 岩手県営武道館 18(日) 秋季昇級審査会 本部道場 極真会館髙橋道場
23日(金・祝)～25日(日) 第3回シニア合宿 日本空手道会館 23(金祝) （仮） 秋季ジュニア選考大会 福井県立武道館 県連
11日(日) 第2回全日本実業団空手道選手権大会 尼崎市記念公園　ベイコム総合体育館 25(日) 和道会全国資格更新講習会 福井県 和道会
未定 第13回関西学生空手道オープントーナメント 未定 25(日) 全空松全国大会 日本武道館 全空松

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)空手道競技会 栃木県・栃木県立県南体育館
3日(月) 第3回常任理事会 栃木県・栃木県立県南体育館

10日(月・祝) 第65回関東大学空手道選手権大会 日本武道館 12日（日）
第21回熟年者全国空手道選手権
大会

会場未定

14日(金)～16日(日) 日本スポーツ協会公認コーチ3養成専門科目講習会(前期) 日本空手道会館
26日(水)～30日(日) 第12回世界カデット、ジュニア&アンダー21空手道選手権大会 トルコ・コンヤ
30日(日) 第33回関東学生空手道体重別選手権大会 日野ふれあいホール 日（日） 秋季県連昇段審査会 県連
未定 第12回世界Jr直前合宿 日本空手道会館
未定 第64回全関西大学空手道選手権大会 未定
未定 プレミアリーグ2022 未定 29日（土） 福井県高等学校新人大会 敦賀市中郷体育館 高体連

16(日)　 第17回北信越小中学生大会 新潟県上越市 謙信公武道館 30日（日） 第20回北信越空手道選手権大会 県営体育館 極真会館髙橋道場

１１月 4日(金)～6日(日) 第4回シニア合宿 日本空手道会館

11日(金)～13日(日) シリーズA2022 中国・杭州 3日（木祝）
第42回福井県少年空手道錬成大
会

福井県立武道館 県連

12日(土) 公認6段位審査会 エディオンアリーナ大阪

13日(日) 公認7段位審査会 エディオンアリーナ大阪 6日（日） JKA北信越大会 富山県ありそドーム魚津 日本空手協会

20日(日) 第66回全日本大学空手道選手権大会  日本武道館 13日（日） 第31回和道会北信越選手権大会 福井県立武道館 和道会

24日(木)～27日(日) 第18回アジアシニア空手道選手権大会 中国・香港
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 23日（水・祝） 中学選抜大会選考大会 福井県立武道館 多種目 県連
予定 第2回中学校武道授業（空手道）指導法研究事業 未定 県組手審判講習会・審査会 福井県立武道館 多種目 県連

5日(土) 地区組手・形審判員講習会 長野県 長野県立武道館 18日(金)-20日(日) 北信越高等学校空手道新人大会
新潟県糸魚川市民総合
体育館

高体連北信越

5日(土) 全少選抜大会団体形・全日本団体形 選考会 長野県 長野県立武道館
6日(日) 組手審判員講習審査会、四・五段位審査会 長野県 長野県立武道館

１２月 9日(金)～11日(日) ユースリーグ2022 イタリア・ベニス
9日(金) 第39回理事会 日本空手道会館
9日(金) 第4回常任理事会 日本空手道会館
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)   内閣総理大臣杯第50回全日本空手道選手権大会 東京武道館 11日(日) 和道会昇級審査会③ 福井県立武道館 和道会
11日(日)   天皇盃 皇后盃第50回全日本空手道選手権大会 日本武道館
17日(土) 第3回空手Family演武会 日本空手道会館
25日(日)～27日(火) 第29回河北新報杯争奪全国高等学校空手道選手権大会 宮城県・仙台市宮城野体育館 27日（火） 本部道場納会 本部道場 極真会館髙橋道場

R5
１月 4日(水)～6日(金) 第36回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会 岡山県総合グラウンド体育館

7日(土)～8日(日)  第1回学校空手道実技指導者講習会 未定 8日(日) 寒稽古 一乗滝 極真会館髙橋道場

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 未定 福井市空手道フェスティバル 福井県立武道館（未定） 福井市連

13日(金)～15日(日) 日本スポーツ協会公認コーチ3養成専門科目講習会(後期) 日本空手道会館 日（日）
北信越レベルアップ組手ｓｗ審判
講習会

富山県上市町 丸山総合
公園体育館

北信越地区協

予定 シリーズAザルツブルグ（オーストリア） オーストリア・ザルツブルグ
29日(日) 第２回幹事会 富山市

２月 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
予定 PLドバイ（UAE） アラブ首長国連邦・ドバイ
予定 第58回全自衛隊空手道選手権大会 入間基地東体育館 12日(日) 和道会昇級審査会④ 福井県立武道館 和道会
未定  第２回全日本少年少女空手道選抜大会 未定

３月 4日(土) 第2回日本スポーツ協会公認コーチ3・コーチ4更新研修会 日本空手道会館
23日(木)～25日(土)   JOCジュニアオリンピックカップ第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
25日(土)～26日(日)  第2回学校空手道実技指導者講習会 日本空手道会館 5日(日) 和道会北信越地区昇段審査会 福井県 和道会

予定 PLラバト（モロッコ） モロッコ・ラバト 5日(日)
第17回極真カラテ北信越「型」競
技大会

県立武道館　多目的競技
場

極真会館髙橋道場

未定   JOCジュニアオリンピックカップ第１７回全国中学生空手道選抜大会 京都府
未定 流派別形講習会(和道流) 日本空手道会館
未定 流派別形講習会(剛柔流) 日本空手道会館 昇段審査 未定 県連
未定 流派別形講習会(松濤館流) 日本空手道会館
未定 流派別形講習会(糸東流) 日本空手道会館
未定 公認9段位審査会 日本空手道会館

年3～4回 学校訪問プロジェクト ３～４か所

未定 2023年度シニア選考会 日本空手道会館

未定 第50回関東学生空手道選手権大会 未定

未定 第34回火の国旗全国高等学校空手道優勝大会 未定


