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Ｈ29年2月10日現在

曜日 団体 行　　事　　名 場　　　所

2日 (日） 市 川西市空手道選手権大会（真司・将吾） 川西市民総合体育館

3日 予定 （水） 18:00 ～21:00 堺 第3回関西版マスターズ第86回堺市種目別優勝大会締切 事務局

7日 (金）  18:00 ～21:00 府 H28大阪府空手道連盟・年次総会 府立体育会館・多目的ﾎｰﾙ

8日 (土） 10:00 ～16:30 近 第1回基本形講習会　松涛・剛柔 府立体育館第２競技場

9日 （日） 10:00 ～16:30 近 第1回基本形講習会　糸東・和道 府立体育館第２競技場

15日 ～ 16日 全 全国組手審判員講習・審査会 府立　剣道場・柔道場

16日 (日） 9:00 ～12:00 堺 第1回平成28年堺市強化練習・審判講習会 大浜体育館剣道場

22日 高 第27回大阪府公立高校空手道競技大会 東大阪市立総合体育館

22日 13:00 ～15：00 △ 近畿地区協議会・総会 大阪キャッスルホテル

29日 (土祝） 学 第51回関西学生空手道個人選手権大会 兵庫県立総合体育館

30日 府 組手　形審判講習会（第1回）糸東・松涛 府立体育館剣道場

18:00 ～21：00 府 第3９回小学生大会準備委員会＆プログラム校正府立体育館第4会議室

3日 (水祝) 会 第2回(一財）　全空松　近畿地区大会 亀岡市運動公園体育館

3日 府 公認初段～三段審査会 府立体育館柔・剣道場

4日 府 近畿大会　マスターズ　大阪代表選手選考会 府立体育館剣道場

5日 (金祝） 第　　回　ＮＰＯ松涛連盟大阪府大会 大阪城修道館

5日 (金祝） △ 公認４，５段受験者向け講習会 府立体育館柔・剣道場

6日 (土）  18:00 ～21:00 府 第39回小学生空手道選手権大会前日準備 府立体育館第1競技場

7日 (日） 府 第39回小学生空手道選手権大会 府立体育館第1競技場

13日 予定 （水） 18:00 ～21:00 堺 第3回関西版マスターズ第86回堺市種目別優勝大会校正 サンスクエア2F

20日 予定 (土） 5:30 ～20:30 正和館　定期昇級審査会 光竜寺小学校体育館

21日 (日） 実 第57回西日本実業団空手道選手権大会 尼崎ﾍﾞｲコム総合体育館

27日 (土） 13:00 ～17:00 松空会昇段審査会（初段～3段） 心學塾

28日 中 第28回大阪府中学校空手道選手権大会（真司） 東大阪市立総合体育館

28日 学 第54回西日本大学空手道選手権大会 近畿大学記念会館

3日 ～ 4日 (土日） 高 大阪府高校空手道春季大会（将吾） 東大阪市立総合体育館

3日 (土） 全 第8回定時評議員会(師範金曜日練習後東京行
き）

日本空手道会館

4日 (日) 堺 3回関西版マスターズ第86回堺市種目別優勝大会 大浜体育館

全日

全日

29年度

全日

全日

全日

全日

全日

全日

正和館　平成29年度年間行事予定表

時　間

5月

4月
3月

1月
2月

日程

全日

▼ベタ塗り行事は生徒の参加行事です。前もって準備願います。（一部予選有り）

6月

全日

全日

全日

　

全日
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Ｈ29年2月10日現在

曜日 団体 行　　事　　名 場　　　所

正和館　平成29年度年間行事予定表

時　間日程

18日 （日） 9:00 ～17：00 近 近畿地区組手審判講習会 府立体育館柔・剣道場

25日 （日） 9:00 ～17：00 会 泉北空手道交流大会（希望者真司・将吾参加） 金岡公園体育館

2日 (日） 学 第61回全日本学生空手道選手権大会(東西対抗戦） 大阪市中央体育館

9日 (日) 会 第26回沖縄本部流盛道会空手道大会 貝塚市総合体育館

16日 予定 (日） 堺 第2回平成29年堺市強化練習・審判講習会 大浜体育館剣道場(予定）

16日 (日） 府 近畿地区公認４．５段受審者向け形講習会① 府立体育館剣道場

17日 (月祝） 堺 堺市スポーツ少年団中央大会空手道競技の部 原池公園体育館　

17日 (月祝） 第51回近畿大会兼近畿ブロック大会 兵庫県立武道館

21日 （木） 17:30 ～21:00 府 第51回大阪府空手道選手権大会抽選会 府立体育館第４会議室

28日 ～ 31日 （金月） 高 第44回全国高等学校空手道選手権大会 福島県苗代町総合体育館

4日 ～ 6日 (金日） 正和館合同合宿　強化練習　 貝塚市『ほの字』の里

5日 ～ 6日 (土日） 全 第17回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館

6日 （日） 9:00 ～16：30 府 国体・全日本大会　代表選手選考会 府立体育館剣道場

11日 (金祝） (一財）全空松　近畿地区　指導者講習会　形・組手 近畿地区

11日 (金祝） 府 大阪府組手・形審判講習会（第2回剛柔・和道） 府立体育館剣道場

18日 ～ 20日 (金日） 中 第24回全国中学生空手道選手権大会 山梨県・小瀬スポーツ公園

18日 (金） 18:00 ～21:00 ★ 第51回大阪府大会プログラム校正 府立体育館第3・４会議
室

20日 （日） 府 近畿地区公認４．５段受審者向け形講習会② 府立体育館剣道場

26日 ～ 28日 (土日) 地 近畿地区形・組手及び公認4段5段審査会 府立体育館剣道場

28日 （火） 高 第　　回大阪府高校総体大会空手競技の部（将吾） 東大阪アリーナー

3日 予定 （日）  9:00 ～13：00 堺 堺市ブレーザーカップ空手道競技の部 新日鉄体育館

10日 (日） 全 公認コーチ・上級コーチ更新義務講習会 日本空手道会館

10日 (日） 松空会ジュニヤ強化練習会 京都市

10日 予定 (日） 堺 第3回平成29年堺市強化練習・審判講習会 大浜体育館剣道場(予定）

10日 (日） 学 第9回関西学生オープントーナメント大会 近畿大学記念体育館

16日 ～ 18日 (土月） 全 日本スポーツマスターズ2017空手道競技会 兵庫県立武道館

17日 （日） 府 大阪府組手・形審判講習会（第３回糸東・松涛） 府立体育館剣道場

17日 （日） 府 第51回大阪府空手道選手権大会・設営 府立体育館第一競技場

18日 （月祝） 府 第51回大阪府空手道選手権大会 府立体育館第一競技場

23日 （土祝） 高 大阪私立高校・中学空手道選手権大会（真司・将吾） 東大阪アリーナー

23日 (土） (一財）全空松　昇段審査会　 日本空手道会館

予定

全日

全日

全日

全日

全日

全日

全日

全日

全日

8月

全日

全日

全日

全日

全日

全日

7月

全日

9月

全日

全日

全日

夜間

全日
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Ｈ29年2月10日現在

曜日 団体 行　　事　　名 場　　　所

正和館　平成29年度年間行事予定表

時　間日程

24日 (日） 学 第3回(一財）松涛館全国大会 日本武道館

予定 18:00 ～21:00 堺 第44回堺市空手道大会準備会議 サンスクエア2F

予定 18:00 ～21:00 堺 第44回堺市空手道大会校正抽選会 サンスクエア2F

1日 (日) 堺 第43回堺市空手選手権大会 大浜体育館

7日 ～ 9日 (土日） 全 第72回国民体育大会 愛媛伊予三島運動公園

15日 学 第60回全関西学生空手道選手権大会 大阪商業大学体育館

22日 (日） 近 第５回近畿少年少女大会 京都市内

29日 府 大阪府組手・形審判講習会（第４回和道・剛柔） 府立体育館柔道場

3日 (金祝） 会 賢友流第6３回全国空手道選手権大会(真司・将吾）東大阪市立総合体育館

11日 ～ 12日 (土日） 高 大阪府高等学校空手道新人戦 東大阪市立総合体育館

12日 (日） 会 全空松近畿地区　4.5段審査会、形・組手講習会 京都市内

18日 (土） 10:20 ～20:30 正和館　定期昇級審査会 光竜寺小学校体育館

19日 (日) 学 第61回全日本学生空手道選手権大会 日本武道館

19日 府 公認初段～二段審査会（小・中学生） 府立多目的ホール

25日 (土） 松空会　1～3段昇段審査会、理事会・総会 四国徳島三好市池田総合体育館

26日 (日） 松空会　第4回全国大会 四国徳島三好市池田総合体育館

9日 (土） 全 内閣総理大臣杯第45回全日本空手道選手権大会(団体戦) 東京武道館

10日 (日） 全 天皇皇后杯第45回全日本空手道選手権大会（個人戦） 日本武道館

17日 予定 堺 第4回平成28年堺市強化練習・審判講習会審査会 大浜体育館剣道場(予定）

23日 (土祝） 市 第９回近畿ﾌﾞﾛｯｸ スポーツ少年団空手道錬成大会 大阪市立中央体育館

4日 ～ 6日 （木～土） 高 第31回桃太郎杯全国高校錬成大会 岡山桃太郎アリーナー

7日 （日） 10:00 ～12：00 府 新年合同初稽古 府立体育館第２競技場

21日 （日） 9:00 ～17：00 近 近畿地区組手審判講習会 府立体育館柔・剣道場

21日 （日） 18:00 ～21：00 近 地区常任理事会 府立体育館第1会議室

28日 （日） 9:00 ～17：00 会 （一財）松涛館西日本地区組手審判審査会 近畿地区

未定 堺市空手道協会29年度総会・役員改正 サンスクエア2F

4日 （日） 府 大阪府組手・形審判審査会（第５回） 府立体育館剣道場

11日 （日） 12:30 ～16：30 第2１回大阪武道祭 大阪中央体育館サブアリーナー

1月
全日

2月
全日

全日

全日

全日

11月
全日

平成30年

全日

全日

12月

全日

全日

10月

全日

全日

全日
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Ｈ29年2月10日現在

曜日 団体 行　　事　　名 場　　　所

正和館　平成29年度年間行事予定表

時　間日程

11日 （日） 9:00 ～17：00 地 近畿地区　三級資格審査員講習会 府立体育館剣道場

18日 （日） 9:00 ～17：00 会 （一財）松涛館東日本地区組手審判審査会 空手道会館

23日 （金） 17:30 ～21：00 府 第４１回小学生大会準備委員会　 府立体育館第3.4会議室

25日 （日） 9:00 ～17：00 近 近畿地区組手審判講習会③ 府立体育館柔・剣道場

25日 （日） 18:00 ～21：00 近 近畿地区常任幹事会 府立体育館第4会議室

（日） 9:00 ～16：30 第　　回斎藤勇杯　松和館大会 平野区体育館

2日 (金） 17:30 ～21：00 府 府連常任理事会･理事会 府立体育館第3.4会議室

25日 ～ 27日 (日火） 高 JOC・Jrオリンピック第35回全国高等学校空手道選抜大会　 香川県・高松総合体育館

未定 中 第13回全国中学生空手道選抜大会 埼玉県・埼玉県立武道館

府 平成29年度大阪府強化選手選考会 府立体育館剣道場

▼ベタ塗り行事は生徒の参加行事です。前もって準備願います。（一部予選有り）

正和館生徒参加行事 堺市空協行事 生徒参加・指導者参加行事

※　黒文字は師範の関係する行事です。この日の稽古を指導員にお願いすると思います。

※　赤文字は指導員・師範参加行事です。有資格者指導員はで来るだけ参加願います。

全日

全日

全日

3月


