
西暦２０２２年度行事予定  

日本空手松涛連盟愛媛県本部 

西暦２０２２年 

・４月 ３日（日）        第１回理事会（総会）     東京第一ホテ（連） 

    ９日（土）～１０日（日） 全国組手審判・審査会     空手道会館 （蓮） 

１０日（日）        四国地区協議会幹事会     徳島・池田体（連） 

１５日（金）～１７日（日） ジュニア選手選考会      空手道会館 （連） 

   ２３日（土）～２４日（日） 全国組手審判・審査会     大阪府立体育（蓮） 

２４日（日）        強化練習会・審判講習会    武道館・副道（蓮） 

・５月 １日（日）        国体選手選考会・四国地区選考 県武道館・剣（連） 

中学校全国大会予選会 

７日（土）～ ８日（日） 全国形審判・講習会      空手道会館 （連） 

    ８日（日）        第１４回愛媛県小学生大会   県武道館・主（連） 

１５日（日）        第１回審判・段・資格審査会  今治・朝倉 （連） 

２１日（土）～２２日（日） 段位・審査会６，７，８段   空手道会館 （連） 

２２日（日）        第６５回松涛連盟愛媛県大会  県武道館・剣（松)  

   ２９日（日）        強化練習・審査会・役員会   菊間    （松） 

・６月 ４日（土）～ ５日（日） 第１回技術講習会・審判講習会 総本部道場 （松） 

５日（日）        会員総会          （オンライン）（松） 

５日（日）        県高校総合体育大会      県武道館・剣（連） 

１１日（土）～１２日（日） 第１回全日本体重別空手大会  高崎アリーナ（連） 

１８日（土）～１９日（日） 第１回全日本団体形大会・予選 空手道会館 （連） 

１８日（土）～１９日（日） 第３０回四国高校選手権大会  伊予三島体育（連） 

１８日（土）～１９日（日）第 1回全国少年少女オープン空手道選手権大会 （松） 

                     静岡県草薙総合運動場体育館    

２６日（日）        東予地区新人大会       今治市営体育（連） 

   ２６日（日）        スポーツ指導員更新講習会   高松総合体育（連） 

２６日（日）        第６６回全日本学生選手権大会 兵庫県姫路 （学） 

 

・７月 ２日（土）～３日（日）  全国形講習会・審査会     空手道会館 （連） 

３日（日）        中・南予地区新人大会     県武道館・主（連） 

３日（日）        第７７回国体四国地区ブロック 高知県立武道（連） 

   １０日（日）        第１２回四国中学校選手権大会 徳島県・三野（連） 

１７日（日）        第 ９回四国小学校選手権大会 徳島県・三野（連） 

２２日（金）        第１回全日本団体形大会・決勝 ホテルメルパ（連） 

２９日（金）～３１日（日） 第２２回、小・中・高・一般  代々木第二 （松） 

                    全国大会 

・８月１０日（水）～１１日（木） 第２２回少年少女大会     武蔵野の森 （連） 

１３日（土）～１４日（日） 四国地区・練習会       香川・牟礼体（連） 

１４日（日）        四国地区形養成講習会     香川・牟礼体（連） 

１４日（日）        全空松技術委員会・段審査会  空手道会館 （松） 

   １７日（水）～２０日（土） 第４９回全国高校総合体育大会 伊予三島体育（連） 

２６日（金）～２８日（日） 第３０回全国中学校選手権大会 鹿児島県  （連） 

２８日（日）        強化練習・審査会・役員会   今治    （松） 

・９月 ３日（土）～ ４日（日） １・２級資格審査講習会    空手道会館 （連） 

上級コーチ更新講習会     空手道会館 （連） 



 ４日（日）        第４３回四国地区空手道権大会 香川県   （連） 

   １８日（日）        県高校新人大会        武道館・剣 （連） 

２３日（金）～２５日（日） 第２２回日本マスターズ    岩手・盛岡 （連） 

２５日（日）        第８回全空松 全国大会    日本武道館 （松） 

１０月 ２日（日）～ ４日（火） 第７７回国民体育大会     栃木・小山市（連） 

９日（日）        第５２回愛媛県空手道選手権  県武道館・剣（連） 

１５日（土）～１６日（日） 第２回全国技術講習会     総本部道場 （松） 

   １６日（日）        第２回審判・指導資格審査会  今治・波方 （連） 

２２日（土）～２３日（日） 四国地区資格審査会・段審査  香川・高松 （連） 

１１月 ５日（土）～ ６日（日） 第４８回 J K S（永木）大会  県武道館・剣（松） 

強化練習・講習会 

 ６日（日）        第２回理事会         武道館・中 （連） 

１２日（土）～１３日（日） ６・７・８段位審査会     大阪府立体育（連） 

１３日（日）        高校選抜県予選会       武道館・剣 （連） 

２０日（日）        全小、全中選抜・体重別選考会 県武道・剣 （連） 

２０日（日）        第６６回全日本大学選手権大会 日本武道館 （学） 

２０日（日）        四国マスターズ大会      徳島県立体 （連） 

２７日（日）        強化練習・審査会・役員会   武道館・副 （松） 

１２月 ３日（土）        四国地区資格講習会      徳島県   （連） 

    ４日（日）        四国地区（SRC）審判講習会  徳島県   （連） 

１０日（土）～１１日（日） 第５０回全日本空手選手権大会 日本武道館 （連） 

   １７日（土）～１８日（日） 全国高校選抜大会四国予選会  高知県   （連） 

   ２９日（木）        指導者講習会・強化・県忘年会 永木道場  （松） 

 

西暦２０２３年 

・１月 １日（日）        寒稽古・練習会        東雲神社  （松） 

    ４日（水）～ ６日（金） 第３６回桃太郎杯全国大会   岡山市   （連） 

８日（日）        鏡開き式・新年会・第３回理事会県武道館  （連） 

・２月 ５日（日）        第４回理事会         県武道館・中（連） 

   １１日（土）～１２日（日） 第３回全国技術講習会     総本部道場 （松） 

    未定           第２回全国小学生選抜大会   未定    （連） 

   ２６日（日）        強化練習・審査会・役員会   新居浜   （松） 

・３月 ５日（日）        第８回愛空杯・高校錬成大会  武道館・主 （連） 

１２日（日）        第５回理事会         武道館・中 （連） 

   １２日（日）        第７回愛媛建築住宅センター杯 武道館・主 （連） 

   ２３日（木）～２５日（土） 第４２回全国高校選抜大会   福岡市体育 （連） 

未定          第１７回全国中学校選抜大会  京都府   （連） 

 

 

「追 伸」 

＊ ５月・８月・１１月・２月 年４回昇級、昇段審査会の開催 

＊ 月１回 強化練習を予定 

 

      ※日本空手松涛連盟＝（松）・連盟＝（連）・大学＝（学）・全空松（空） 


