
日（曜） 時間 場所 備考

１（金） 名古屋矯正管区管内矯正職員武道大会選手権試合 名古屋刑務所

２（土） 愛知県私学祭 Ａ１０：００ 愛知県武道館 第３競技場

全日本学生柔道体重別団体優勝大会東海選考会 Ａ１０：００ 中京大学豊田学舎武道館

３（日） 月次試験・形学科試験　【名古屋】 Ａ　９：００ 4.5段なし

名古屋昇段受付 A10:30～12：00

愛知県柔道連盟　常任理事会 Ｐ　１：３０

Ｐ　１：００

月次試験（審議会）　（形講習会）　【西三河】 Ａ　８：３０ 刈谷市体育館 ４・５段なし

５（火） 全国警察柔道選手権大会 日本武道館

９（土） 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会（９日・１０日） 埼玉県立武道館

１０（日） Ａ１０：００ 鈴鹿市武道館

愛知県少年柔道教室 Ａ１０：００ 愛知県武道館

第３７回東郷町民親善柔道大会 Ａ　９：００ 東郷町総合体育館

愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル　【西三河】 Ａ　９：３０ 三好公園総合体育館 ２年目

第18回今野新次郎杯少年柔道大会 Ｐ　１：００ 西尾市中央体育館

月次試験・審議会・役員会　【東三河】 Ａ　９：００ 4.5段なし

Ａ１２：３０

Ａ　９：３０ 津島錬成館

１６（土） 名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～P４：００ 露橋スポーツセンター 中学生

第９回東海小学生柔道大会（講習会） Ｐ１４：００ 愛知県武道館 第１競技場

1７（日） 第９回東海小学生柔道大会（本大会） Ａ　９：００ 愛知県武道館 第１競技場

全三河高等学校柔道選手権大会 Ａ１０：００ 蒲郡市武道館 西三主管

２３（土・祝） 西三河中学校新人柔道大会 Ａ　９：３０ 豊田市武道館

名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～P４：００ 露橋スポーツセンター 中学生

第５３回愛知県柔道道場連盟道場対抗柔道大会 Ａ１０：００ 愛知県武道館 第３競技場

２４（日） マルちゃん杯全日本少年大会 東京武道館

豊橋市内中学校新人体育大会柔道競技（団体） Ａ　９：３０ 豊橋市武道館

愛知県武道館 第３競技場

第３０回幸田町民柔道大会 Ａ　９：００ 幸田町北部中学校

名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～１２：３０ 露橋スポーツセンター 小学生

３０（土） 豊橋市内中学校新人体育大会柔道競技（個人） Ａ　９：３０ 豊橋市武道館

第１２回西三河高等学校体重別選手権大会 Ａ１０：００ 刈谷市体育館

日本武道館

MEMO

全日本学生柔道体重別選手権大会（３０．１日）（男子36回女子33回）

愛知スポーツレクリエーションフェスティバル２０１７東三河大会

平成２９年度東海高等学校定時制通信制体育大会（柔道競技）

第３会議室

東海特別審査・審議会（六段）

愛知県武道館

海部津島地区柔道会強化合同練習会　常任理事会

　　　　　　　　　　９　月　行　事　予　定　　　　　　　　　　
行　　　事　　　名

愛知県柔道連盟審議会（初段～七段）・形試験

豊橋市武道館



日（曜） 時間 場所 備考
１（日） 平成２９年度愛知県実業柔道個人選手権大会 Ａ９：００ 愛知県武道館 第3競技場

碧南市秋季市民柔道大会 Ａ　９：００ 碧南市臨海体育館

蒲郡市民総合体育大会柔道競技 Ａ９：３０ 蒲郡市武道館
豊橋市内中学校新人体育大会柔道競技（予備日） Ａ９：３０ 豊橋市武道館

３（火） 高体連支部長会議 Ｐ１：００ 愛知県教育会館

６（金） 全国矯正職員武道大会選手権試合 大阪刑務所
７（土） 第72回　国民体育大会柔道競技（７日～９日） 愛媛県武道館

東三河中学生強化選考会Ⅰ Ａ９：００ 豊橋市武道館
８（日） 第５４回愛知県学生柔道新人優勝大会 Ａ１０：００

第１９回愛知県学生女子柔道新人優勝大会 Ａ１０：００
平成２９年度春日井市柔道大会 Ａ１０：００ 春日井市総合体育館

月次試験（形試験・学科試験）　【西三河】 Ａ　８：３０ 刈谷市体育館 ４・５段あり
豊川市スポーツフェスティバル Ａ９：３０ 豊川市武道館
豊橋市民スポーツ祭２０１７ Ａ９：３０ 豊橋市武道館
スポーティブライフ月間 Ａ９：００ 露橋スポーツセンター

安城市選手権大会 Ａ　８：３０ 安城高校
月次試験・形学科試験　【名古屋】 Ａ９：００ 4.5段あり
名古屋柔道協会有段者（初～四段）大会 月次試験終了後

名古屋昇段受付 A10:30～P1:00

愛知県柔道連盟 常任理事会 Ｐ１：３０ 第３会議室

１４（土） 東三河中学生強化選考会Ⅱ Ａ９：００ 豊橋市武道館
名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～１２：３０ 露橋スポーツセンター 中学生

１５（日） 愛知県スポーツレクリエーション フェスティバル Ａ９：００ 愛知県武道館 第3競技場
第９３回東海市民柔道大会（少年の部） Ａ９：００～P４：００ 東海市民体育館

第５３回豊川市事業所大会 Ａ９：３０ 豊川市武道館
月次試験・役員会　【東三河】 Ａ９：００ 4.5段あり
東三河柔道協会有段者（初～四段）大会 A１２：００
刈谷市秋季柔道大会 Ａ　９：３０ 刈谷市体育館

Ａ　９：００ 津島錬成館
西尾市民柔道大会 Ａ　９：００ 西尾市中央体育館

１７（火） 全国警察柔道大会 日本武道館
２０（金） 名古屋矯正管区管内矯正職員武道大会秋季柔道試合 三重県武道館
２１（土） 豊田市秋季少年柔道大会 Ｐ　６：００ 豊田市武道館

Ａ１０：００ 愛知県武道館 第１競技場

愛知県柔道連盟 少年(小学生)強化練習（２１日２２日） Ａ９：００ 愛知県武道館 第3競技場
2２（日） 全日本柔道「形」競技大会 講道館

平成２９年度県高校定通制秋季大会 Ａ９：３０ 大府高校柔道場

愛知県武道館少年柔道大会 Ａ９：００ 愛知県武道館 第１競技場

２８（土） 尼崎ﾍﾞｲｺﾑ総合体育館

東三河中学生強化選考会Ⅲ Ａ９：００ 豊橋市武道館
２９（日） 第２回 愛知県実業柔道体重別団体対抗大会 Ａ９：００ 愛知県武道館 第3競技場

月次試験　・　形講習会　【津島】 Ａ９：００ 津島錬成館
平成２９年度高校新人大会東三河予選 Ａ１０：００ 豊橋市武道館
第４６回県高校新人体育大会西三予選　 Ａ　10：００ 岡崎市中央総合公園

名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～１２：３０ 露橋スポーツセンター 小学生
MEMO

海部津島地区月次試験・形講習会

第４０回尾張・名古屋・知多地区高校新人体重別柔道大会

全日本学生柔道体重別団体優勝大会（２８日２９日）（男子３９・女子９回）

行　　　事　　　名

愛知県武道館 第３競技場

９（月・祝）

愛知県武道館

豊橋市武道館

１０　月　行　事　予　定



日（曜） 時間 場所 備考

３（金・祝） 第３４回愛知県中学生新人柔道大会 Ａ１０：００ 愛知県武道館 第１競技場

新城市柔道大会 Ａ　９：００ 新城東高校

４（土） 名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～１２：３０ 露橋スポーツセンター 中学生

平成２９年度高校新人大会尾張予選 Ａ　９：００ 津島錬成館

５（日） 月次試験・形学科試験　【名古屋】 Ａ　９：００ 4.5段なし

名古屋昇段受付 A10:30～12：00

名古屋柔道協会常任理事会 Ｐ　１：２０ 第3会議室

愛知県柔道連盟理事会総会 Ｐ　２：００ 第3会議室

月次試験・役員会　【東三河】 Ａ　９：００ 豊橋市武道館 4.5段なし

第２７回尾西尾北地区少年柔道大会 Ａ　９：００ 小牧市武道館

第１５回西三河社会人柔道大会 Ａ　９：3０ 刈谷市体育館

1１（土） 千葉ポートアリーナ

平成２９年度県高校新人大会名北予選 Ａ　９：３０ 愛知県武道館 第３競技場

西三河中学校柔道強化選手選考会 Ａ　９：３０ 刈谷市体育館

１２（日） 全国青年大会柔道競技 講道館

月次試験　（形試験・学科試験）　【西三河】 Ａ　８：３０ 刈谷市体育館 ４・５段なし

１８（土） 平成２９年度県高校新人大会名南予選 Ａ　９：３０ 愛知県武道館 第３競技場

１９（日） 第６５回東海学生柔道冬季優勝大会 Ａ１０：００

第１０回東海学生柔道女子冬季優勝大会

愛知スポーツレクリエーションフェスティバル Ａ１０：００ 愛知県武道館 第３競技場

平成２９年度高校新人大会知多予選 Ａ　９：３０ 青山記念武道館

第４７回瀬戸・津島親善柔道大会 Ａ　９：００ 津島市練成館

平成２９年度全三河高等学校体重別柔道選手権大会 Ａ１０：００ 蒲郡市武道館 西三高体連

２３（木・祝） 第７９回全知多少年柔道大会 Ａ ９：３０ 知多市民体育館

全日本産業別大会 講道館

全日本柔道連盟公認B指導員養成講習会（23日25日26日）

２５（土） 全日本柔道連盟公認B指導員養成講習会（23日25日26日）

２６（日） 全日本視覚障害者大会 講道館
Ａ　９：３０ 津島錬成館

MEMO

海部津島地区柔道会強化合同練習会　常任理事会

講道館杯全日本柔道体重別選手権大会（1１日・1２日）

愛知県武道館 第１競技場

Ａ　９：００ 愛知県武道館 要項あり

１１　月　行　事　予　定
行　　　事　　　名

愛知県武道館



日（曜） 時間 場所 備考

１（金） グランドスラム東京２０１６　（１日～３日） 東京体育館

３（日） 第９３回東海市民柔道大会（高校・一般の部） Ａ９：００～P2：００ 東海市民体育館

田原市地区対抗柔道大会 Ａ　９：００ 田原文化会館

第31回一色吉良ライオンズ杯少年柔道大会 Ａ　９：３０ 一色町体育館

月次試験　【知多会場】 Ａ　９：００ 知多市民体育館

９（土） 名東区柔道大会 Ａ　９：００ 名東スポーツセンター

愛知県中学生強化選手選考会 Ａ　９：００ 愛知県武道館 第３競技場

１０（日） 月次試験・形学科試験　【名古屋】 Ａ　９：００ 4.5段あり

愛知県柔道連盟　常任理事会 Ｐ　１：３０

名古屋昇段受付 Ａ１０：００～１２：００

忘年会（愛知・名古屋） グランコート金山

月次試験・役員会　【東三河】 Ａ　９：００ 豊橋市武道館 4.5段あり

第42回知立市柔道選手権・岡田隆杯 Ａ　９：３０ 刈谷市体育館

第３７回岡崎市民柔道大会 Ａ　９：００ 岡崎市中央総合体育館

一宮市　平成29年度　第54回市民前期柔道大会 Ａ　９：００ 一宮総合体育館

１６（土） 愛知県ジュニア強化競技力向上試合 Ａ　９：００ 愛知県武道館 第１競技場

１７（日） 月次試験（審議会）　【西三河】 Ａ　８：３０ 刈谷市体育館 ４・５段あり

第３７回海部津島地区少年柔道大会（兼八木杯） Ａ　９：３０ 津島練成館

２３（土・祝） 全日本柔道連盟公認C指導員養成講習会（23日24日） Ａ１０：００ 愛知県武道館 要項あり

高体連名南支部柔道講習会（２３日２４日） Ａ　９：００ 露橋スポーツセンター

Ａ　９：００ 知多市民体育館

豊橋一心館　河合徳治郎杯中学生柔道大会 Ａ　９：３０ 豊橋市武道館

２７（水） 第４回西三河柔道協会中学部合同練習会 Ａ　９：３０ 豊田市武道館

日（曜） 時間 場所 備考

４（木） 高校名南柔道寒稽古 Ａ　９：００ 露橋スポーツセンター

６（土） 東海ブロック少年（中学生）柔道強化合宿（６日～８日） Ａ１０：００ 豊田市武道館

愛知県武道館武道始め Ａ　９：３０ 愛知県武道館 第１競技場

高校名南柔道寒稽古 Ａ　９：００ 露橋スポーツセンター

７（日） 豊橋南ロータリークラブ杯豊橋少年柔道大会 Ａ　９：３０ 豊橋市武道館

第13回スポーツとよかわ杯少年・少女柔道大会 Ａ　９：００ 豊川市武道館

８（月・祝） 港区柔道大会 Ａ１０：００ 愛知県武道館

１３（土） 平成29年度愛知県高校新人大会（男子団体・女子個人） Ａ１０：００ 愛知県武道館 第１競技場

１４（日） 月次試験・形学科試験　【名古屋】 Ａ　９：００ 4.5段なし

愛知県柔道連盟　常任理事会 Ｐ　１：３０

名古屋昇段受付 A10:30～12：00

月次試験・役員会　【東三河】 Ａ　９：００ 4.5段なし

投の形・固の形講習会　【東三河】 P１２：００

Ａ９：００～P４：００ 東海市民体育館

２０（土） 名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～P４：００ 露橋スポーツセンター 中学生

２１（日） 平成29年度知多市ジュニア柔道大会 Ａ　９：４５ 知多市民体育館

第３３回西尾市中学校柔道大会 Ａ　９：００ 西尾市中央体育館

知立市新春武道大会 Ａ　１０：３０ 知立市福祉体育館

２７（土） 平成29年度愛知県高校新人大会（男子個人・女子団体） Ａ１０：００ 愛知県武道館 第１競技場

名古屋市ジュニア競技力向上講習会 Ａ９：００～P４：００ 名東スポーツセンター 小・中学生

２８(日） 月次試験　（形講習会）　【西三河】 Ａ　８：３０ 刈谷市体育館 ４・５段なし

MEMO

行　　　事　　　名

愛知県武道館

豊橋市武道館

第２１回東海市近郊中学校柔道大会（第８３回中学生市民柔道大会含）

１２　月　行　事　予　定
行　　　事　　　名

愛知県武道館

第12回姿三四郎杯愛知県柔道道場連盟学年別柔道大会

１　月　行　事　予　定



日（曜） 時間 場所 備考

４（日） 第7回吉川旗争奪錬成柔道大会 Ａ１０：００ 津島市練成館

第２１回山崎・柏木杯柔道大会 Ａ　９：３０ 岡崎市中央総合体育館

月次試験・審議会・役員会　【東三河】 Ａ　９：００ 豊橋市武道館 4.5段あり

１０（土） Ａ　９：３０ 津島市練成館

１１(日） 第19回知多市近郊中学生柔道大会 Ａ　９：４５ 知多市民体育館

１２(月・祝） 新城地方少年柔道大会 Ａ　９：３０ 新城東高校

１８（日）

蒲郡少年柔道教室親睦練習交歓会 Ａ　９：３０ 蒲郡市武道館

月次試験　（形試験・学科試験）　【西三河】 Ａ　８：３０ 刈谷市体育館 ４・５段あり

２４（土） 柔道教採研修会 Ａ９：３０～１２：００ 愛知県武道館 第３会議室

２５（日） 月次試験・形学科試験 　【名古屋】 Ａ　９：００

名古屋昇段受付 A10:30～12：00

名古屋柔道協会　理事・常任理事会 Ｐ　１：３０

愛知県柔道連盟　常任理事会 Ｐ　１：３０

MEMO

日（曜） 時間 場所 備考

４（日） 東海柔道連合会理事会・評議委員会 午前 第１・２会議室

平成３０年全日本柔道選手権大会東海地区予選 午後

平成３０年全日本女子柔道選手権大会東海地区予選 午後

月次試験 　　【西三河】 Ａ　８：３０ 刈谷市体育館 ４・５段なし

西三河柔道協会総会 Ｐ　１：３０ 刈谷市体育館

１０（土） 柔道教採研修会 Ａ９：３０～１２：００ 愛知県武道館 第３会議室

１１（日） 月次試験・形学科試験　【名古屋】 Ａ　９：００ 4.5段なし

愛知県柔道連盟 常任理事会 Ｐ　１：３０ 第３会議室

月次試験・役員会　【東三河】 Ａ　９：００ 4.5段なし

審判講習会　【東三河役員】 Ａ１２：３０

１８（日） Ａ１０：００ 愛知県武道館 要項申込書

Ａ　９：３０ 津島錬成館

２０（火） 第７１回全国高等学校選手権大会（２０日・２１日） 日本武道館

２４（土） 近代柔道杯全国中学生大会（２４日　25日） 埼玉県立武道館

名古屋東部地区強化練成大会・審判講習会 Ｐ　１：００ 名東スポーツセンター

２５（日） 平成29年度名古屋地区柔道少年団総会・懇親会 P　５：００ 中日パレス（予定）

西三河小学生強化練習会 Ａ　９：００ 刈谷市体育館

高校名南柔道春季錬成会（２５日・２６日） Ａ　９：３０ 露橋スポーツセンター

MEMO

愛知県武道館

豊橋市武道館

第45回県少年団体柔道選手権大会兼全国少年大会予選

海部津島地区柔道会強化合同練習会　常任理事会

愛知県武道館 4.5段あり

３　月　行　事　予　定
行　　　事　　　名

愛知県武道館
第３競技場

愛知県柔道連盟少年（中学生）強化合宿　（１０・１１日）

平成３０年愛知県柔道選手権大会兼全日本柔道選手権予選
Ａ１０：００ 愛知県武道館 要申込書

平成３０年愛知県女子県柔道選手権大会兼皇后盃全日本女子柔道選手権予選

２　月　行　事　予　定
行　　　事　　　名


