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  令和5年度行事予定
R5.3.11現在

年・月 日 曜 事業名 会場

４月 7 金 SAGA2024国スポ大会決起集会 佐嘉神社記念館

8 土 第47回佐賀県空手道選手権大会事前審判講習会 ＳＡＧＡプラザ（大競技場）

9 日 第47回佐賀県空手道選手権大会　 ＳＡＧＡプラザ（大競技場）

8・9 土・日 全国公認組手審判員講習・審査会 日本空手道会館

15・16 土・日 全国公認組手審判員講習・審査会 エディオンアリーナ大阪

29 土 第35回佐賀県中学生空手道大会（全中予選）準備 スポーツパーク川副　体育センター

30 日 第35回佐賀県中学生空手道大会（全中予選） スポーツパーク川副　体育センター

5月 6・7 土・日 全国形審判員養成講習会 日本空手道会館

13 土
第34回佐賀県少年少女空手道選手権大会準備
（一社）佐賀県空手道連盟第１回級位・段位審査事前講習会

鳥栖市民体育館

14 日  第34回佐賀県少年少女空手道選手権大会 鳥栖市民体育館

14 日 全九州学生空手道選手権大会（個人戦） 北九州市立大学

21 日 西日本大学空手道選手権大会（団体戦） ジップアリーナ岡山

28 日  佐賀県高等学校総合体育大会空手道競技 佐賀東高校

6月 3 土 公認６段位審査会  日本空手道会館

4 日 公認７・８段位審査会  日本空手道会館

4 日 （一社）佐賀県空手道連盟第１回級位・段位審査会 未定

9～11 金～日プレミアリーグ2023 福岡国際センター

18 日 （一社）佐賀県空手道連盟令和5年度定時総会 メートプラザ

24 土  佐賀県中学校総合体育大会空手道競技(準備） 大和勤労者体育センター

25 日  佐賀県中学校総合体育大会空手道競技 大和勤労者体育センター

７月 1・2 土・日 全国公認形審判員講習・審査会 日本空手道会館

2 日  佐賀県スポーツ少年団大会空手道競技 未定

2 日 全日本学生空手道選手権大会 姫路市立中央体育館

8～9 土・日 全九州高等学校空手道競技大会 佐世保市体育文化館

9 日 九州地区大学体育大会（インカレ） 九産大

15 土 九州ブロック大会 レゾナック武道スポーツセンター（大分）

15・16 土・日 全九州空手道選手権大会 レゾナック武道スポーツセンター（大分）

21～23 金～日 火の国旗全国高等学校空手道優勝大会 熊本県上益城郡益城町総合体育館

26～29 水～土全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ） 北海道・恵庭市総合体育館

29・30 土・日 九州ブロックスポーツ少年団空手道交流大会 鳥栖市民体育館

８月 3・4 木・金 <Karate Week>　全国中学生空手道選手権大会  東京武道館

5 土 <Karate Week>　全日本パラ空手道競技大会  東京武道館

5・6 土・日 <Karate Week>　全日本空手道体重別選手権大会  東京武道館

7～9 月～水<Karate Week>　全日本少年少女空手道選手権大会  東京武道館

8・9 火・水 九州中学校空手道競技大会 鹿児島県・サンアリーナせんだい
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年・月 日 曜 事業名 会場

9月 2～4 土～月 日本スポーツマスターズ2023空手道競技 福井県営体育館

9 土 令和５年度 1･2級資格審査員研修会  日本空手道会館

10 日 令和５年度第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

16・17 土・日  九州地区国体前選手強化合宿 鳥栖市民体育館

10月 1 日 佐賀県高等学校空手道新人大会 佐賀東高校

8～10 日～火特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）空手道競技会 鹿児島県・サンアリーナせんだい

9 月・祝 関東大学空手道選手権大会 日本武道館

15 日
全九州学生新人空手道選手権大会
全九州大学空手道選手権大会（団体戦）

西南学院大学

20～22 金～日令和５年度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

21 土
地区形審査員養成講習会
３級資格審査員研修会

福岡市ももち体育館

22 日 公認スポーツ指導者（コーチ１・２） 更新研修会 福岡市ももち体育館

29 日 関東学生空手道体重別選手権大会 未定

１1月 3～5 金～日第9回全九州少年少女空手道選手権大会（3日は準備） 唐津市文化体育館

11 土 公認6段位審査会 エディオンアリーナ大阪

12 日 公認7段位審査会 エディオンアリーナ大阪

19 日 全日本大学空手道選手権大会 日本武道館

25 土
（一社）佐賀県空手道連盟第２回級位・段位審査事前講習会
 第25回佐賀県中学生空手道大会新人戦（準備）

SAGAプラザ小競技場

26 日  第25回佐賀県中学生空手道大会新人戦 SAGAプラザ小競技場

１２月 2・3 土～日全九州高等学校空手道新人大会兼全国高等学校空手道選抜大会予選会 福岡市総合体育館

9 土 内閣総理大臣杯 全日本空手道選手権大会（団体戦）  東京武道館

10 日 天皇杯・皇后杯 全日本空手道選手権大会（個人戦）  日本武道館

17 日 （一社）佐賀県空手道連盟第２回級位・段位審査会 未定

R6.1月 8 祝・月 国スポ強化 SAGAプラザ小競技場

13 土 第7回佐賀県ジュニア空手道錬成大会（準備） 鳥栖市民体育館

14 日 第7回佐賀県ジュニア空手道錬成大会 鳥栖市民体育館

12～14 金～日令和５年度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

未定 未定 全日本空手道団体形選手権大会（予選） 未定

27・28 土・日 （一社）佐賀県空手道連盟審判講習会（外部講師） ＳＡＧＡプラザ（剣道場）

2月 17 土
地区組手審判員講習・審査会
公認四・五段審査会

福岡市ももち体育館

18 日 地区形審判員講習・審査会 福岡市ももち体育館

未定 未定 全日本空手道団体形選手権大会（決勝） 未定

３月 2 土 令和５年度 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

17 日 全九州マスターズ空手道選手権大会（15日より準備） 鳥栖市民体育館

24～26 日～火JOCジュニアオリンピックカップ　全国高等学校空手道選抜大会 広島県立総合体育館

29～31 金～日JOCジュニアオリンピックカップ　未来くん杯全国中学生空手道選抜大会 京都（亀岡公園運動体育館）


