
     掲載日２０２３年３月19日

2023年度

(一社)愛知県柔道連盟
名古屋柔道協会
東三河柔道協会
西三河柔道協会

行事予定表



日（曜） 時間 場所 備考

1（土） 全日本選抜体重別選手権大会(1日～2日) 福岡

2(日） 【西三河月次】 8:30～ 安城市体育館四・五段あり

【東三河月次】　　役員総会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段あり

刈谷市長杯 9:00～ 刈谷市体育館

21(金) 9:00～ 名古屋刑務所

9:30～ 愛知県武道館

9:30～ 江南武道館

18:00～ 豊田市武道館

9：00～　　第3・4競技場 四・五段あり

第3競技場

名古屋柔道協会（理事会） 第3競技場

全日本女子選手権大会 横浜武道館

9:30～ 刈谷市体育館

9:30～ 新城市武道館

28（金) 全国高段者大会 10:00～ 講道館

全日本選手権大会 日本武道館

9:30～ 愛知県武道館 第3競技場

10:00～ 豊橋武道館

9:30～ 青山記念武道館

10:00～ 豊橋市武道館

9:00～ 刈谷市体育館

22（土）

豊田市春季少年柔道大会

23（日）

第77回県高校総体東三河支部予選会(予備日)

第77回県高等学校総合体育大会西三河支部予選会(男女団体)

月次試験　【名古屋】　　

愛知県柔道連盟　（理事会）

総体尾張支部予選(男女団体)

春季新城市民柔道大会

30（土)

総体知多支部予選(男女団体・個人)

　2023年度　４　月　行　事　予　定

行　　　事　　　名

第77回県高校総体東三河支部予選会(男女団体)

第1回西三河柔道少年部合同練習会

16（日）

総体名南支部予選(男女団体)

令和5年度名古屋矯正管区管内矯正職員武道大会施設対抗試合

29（土・祝） 総体名北支部予選(男女団体)



日（曜） 時間 場所 備考

第39回愛知県中学生体重別大会 10:15:～
男子：第１競技場
女子：第3競技場

第27回杜若旗争奪少年柔道大会 9:00～ 豊田市武道館

4（木・祝） 全国少年大会(4日～5日) 講道館

５（金・祝） 第23回東海「形」競技大会 鈴鹿市武道館

護国神社奉納第31回愛知県段別柔道選手権 第3競技場

第48回東三河少年柔道大会 9:30～ 豊橋市武道館

9(火) 愛知県高校総体組み合わせ及び高体連支部長会議 第2会議室

第１競技場

9:00～15：00 露橋スポーツセンター

第3・4競技場 四・五段なし

第3競技場

令和5年度　第58回前期一宮市民柔道大会 9:00～ 一宮総合体育館 アリイナB

第70回豊橋市武道館竣工記念大会 9:30～ 豊橋市武道館

第70回東海学生夏季優勝大会 10:30～ 第１競技場

第30回東海学生女子柔道優勝大会 10:30～ 第１競技場

令和5年度愛知県実業柔道団体対抗大会 9:00～15:00 愛知県武道館第3競技場

【東三河月次】　　役員会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段なし

東三河社会人柔道大会 12:30 豊橋市武道館

【西三河月次】　　審判講習会 8:30～ 安城市体育館四・五段なし

第１競技場

9:00～ 第1会議室

第75回熱田神宮奉納柔道大会 第3競技場

第73回瀬戸市民大会柔道競技 9:00～ 瀬戸市武道館

春日井市民体育大会　柔道競技 10:00～ 春日井市総合体育館 柔道場

第61回豊川市民柔道大会 9:00～ 豊橋市武道館

奥三河柔道大会 9:30～ 新城市武道館

名東区民大会 10:00～ 名東スポーツセンター

春日井市民大会　春日井柔道大会 10:00～ 春日井市総合体育館予定

28（日）

月次試験　【名古屋】9：00～　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

愛知県柔道連盟　（理事会）

１3（土）

27(土)
公認審判Cライセンス試験

名古屋市ジュニア強化競技力向上講習会

行　　　事　　　名

第77回愛知県高等学校綜合体育大会　柔道競技 (男子;団体・女子:個人)    

第77回愛知県高等学校綜合体育大会　柔道競技 (男子:個人・女子:団体)    

１4（日）

7(日）

21（日）

3（水・祝）

　2023年度　５　月　行　事　予　定



日（曜） 時間 場所 備考

全日本実業団体対抗大会 (３日～4日) 四日市総合体育館

第55回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選 10:00～ 第1競技場

第26回全日本ジュニア女子体重別選手権大会愛知県予選 10:00～ 第1競技場

第3・4競技場 四・五段あり

第３競技場

第66回全三河東西対抗柔道大会 10:00～ 蒲郡市武道館

第74回愛知県高等学校定時制通信制総合体育大会　柔道競技 10:00～ 県立一宮高校 武道場

第34回マルちゃん杯中部少年柔道大会（3日柔道教室） 岐阜県ＯＫＢアリーナ

7（水） 9:00～ 東京拘置所

全日本形競技大会 講道館

国体少年の部二次選考会(少年男子) 10:00～ 第1競技場

令和5年度愛知県小学生学年別柔道大会 10:00～ 第１競技場

9:00～ 豊川市武道館

17（土） 東海高校総体柔道競技　（17日・18日） 静岡県武道館

第50回名古屋地区少年柔道大会 10:00～ 第１競技場

【東三河月次】　　役員会・審議会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段あり

第4回葵少年形競技会 10:00～ 岡崎中央総合公園

第６回高浜市柔道大会 9:00～ 高浜中学校

【西三河月次】　　形講習会・役員対象形講習会 8:30～ 安城市体育館四・五段あり

西三河柔道協会有段者(初段～四段)柔道大会 11:３0～ 安城市体育館

全日本学生優勝大会(24日～25日) 日本武道館

国体少年の部最終選考会(少年男子) 10:00～ 第3競技場

第65回中川区スポーツ祭　柔道大会 9:30～ 露橋スポーツセンター

9:50～ 江南市武道館

中川区民大会 9:30～ 露橋スポーツセンター

4(日)

行　　　事　　　名

10（土）

豊川合同練習会

１8（日）

24（土）

11（日）

愛知県柔道連盟　（理事会）

25（日） 第23回尾西尾北地区柔道段別選手権大会

3（土）

月次試験　【名古屋】9：00～　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

令和5年度全国矯正職員武道大会施設対抗試合

　2023年度　６　月　行　事　予　定



日（曜） 時間 場所 備考

豊橋市内中学校総合体育大会柔道競技　(団体) 9:30～ 豊橋市武道館

第34回愛知県学生柔道新人選手権大会 9:00～ 愛知県武道館
第3競技場
第3会議室

第12回公益社団法人愛知県柔道整復師会少年柔道形競技会 10:00～ 第1競技場 第1・2会議室

第32回公益社団法人愛知県柔道整復師会少年少女柔道大会 11:00～ 第1競技場 第1・2会議室

第16回愛知県柔道整復専門学校柔道大会 15:00～ 第1競技場 第1・2会議室

豊橋市内中学校総合体育大会柔道競技　(個人) 9:30～ 豊橋市武道館

【西三河月次】　 8:30～ 安城市体育館四・五段なし

東海高段者大会 鈴鹿市武道館

豊橋市内中学校総合体育大会柔道競技　(予備日) 9:30～ 豊橋市武道館

名古屋市総合体育大会　団体戦 9:00～15：00 露橋スポーツセンター

9（日） 全日本ジュニア体重別選手権大会(東海地区予選)

15（土） 名古屋市総合体育大会　個人戦 9:00～15：00 露橋スポーツセンター

16（日） 愛知県立高校大会 10：00～ 露橋スポーツセンター

月次試験　【名古屋】9：00～　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】 第3・4競技場 四・五段なし

愛知県柔道連盟　（理事会） 第３競技場

名古屋柔道協会（理事会） 第３競技場

名古屋柔道協会お鏡昇段審議会（六段） 第３競技場

金鷲旗高校大会(22日～24日) 照葉積水ハウスアリーナ

東三河中学校綜合体育大会柔道競技　(団体) 9:30～ 蒲郡市武道館

令和5年度愛知県実業柔道個人選手権大会 9:00～15:00 第3競技場

東三河中学校綜合体育大会柔道競技　(個人) 9:30～ 蒲郡市武道館

25(火） 東三河中学校綜合体育大会柔道競技　(予備日) 9:30～ 蒲郡市武道館

28(金） 令和5年度　第77回愛知県中学校総合体育大会　柔道競技 午後・夜間 第1、２、３競技場 大会準備日

29(土） 令和5年度　第77回愛知県中学校綜合体育大会　柔道競技(1日目) 午前・午後・夜間 第1、２、３競技場

令和5年度　第77回愛知県中学校綜合体育大会　柔道競技(2日目) 午前・午後 第1、２、３競技場

30（日） 全日本少年少女武道錬成大会 日本武道館

東三河高等学校体重別柔道大会(男女個人) 13:00 豊橋武道館

【東三河月次】　　役員会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段なし

第2回西三河柔道少年合同練習会 9:00～ 刈谷市体育館

31(月） 令和5年度　第77回愛知県中学校綜合体育大会　柔道競技 第1競技場 予備日

8（土）

17（月・祝）

2（日）

名張市武道交流館いきいき

22(土）

23(日）

行　　　事　　　名

1（土）

　2023年度　７　月　行　事　予　定



日（曜） 時間 場所 備考

2（水） 中部管区警察大会 9:00～ 愛知県武道館 第1競技場

9:30～ 江南市武道館

令和5年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第54回柔道大会 9:00～ 講道館

【西三河月次】　 8:30～ 安城市体育館四・五段あり

インターハイ柔道競技(8日～12日) 北海きたえーる

第45回東海中学校綜合体育大会柔道競技(団体戦) 津市産業スポーツセンター

9（水） 第45回東海中学校綜合体育大会柔道競技(個人戦) 津市産業スポーツセンター

10:00 第3競技場

13:00 第3競技場

第3・4競技場 四・五段あり

第３競技場

愛知県柔道連盟お鏡昇段（六段）審議会 第3競技場

9:00～ 豊川市武道館

16（木） 名南学年別選手権 9:30～ 露橋スポーツセンター

第53回全国中学校柔道大会(17日～20日)

国体強化合宿(17日～19日) 13:00～ 第1・第3競技場 第1会議室

18（金） 国体強化合宿(17日～19日) 午前・午後 第1・第3競技場

19（土） 国体強化合宿(17日～19日) 午前 第1・第3競技場

【東三河月次】　　役員会・審議会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段あり

【東三河】投の形・固の形講習会 12:00～ 豊橋市武道館

豊田市民総体柔道高校の部 9:00～ 豊田市武道館

国体東海地区予選会

全日本実業個人選手権大会(26日～27日) ベイコム総合体育館

全日本小学生育成プロジェクト 未定

名古屋市市民スポーツ祭(中学生・高校生) 日本ガイシ 第3競技場

第42回東海学生柔道体重別選手権大会 10:30～ 第1競技場

第40回東海学生女子柔道体重別選手権大会 10:30～ 第1競技場

夏季新城市民柔道大会 9:30～ 新城市武道館

第22回今野新次郎杯少年柔道大会 9:00～ 西尾市中央体育館

名古屋市市民スポーツ祭(小学生・一般) 日本ガイシ 第3競技場

20（日）

豊川合同練習会

27（日）

11（金・祝）

愛知県高段者大会

審判講習会

津市産業武道館

月次試験　【名古屋】9：00～　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

8（火）

17（木）

愛知県柔道連盟　（理事会）

26（土）

鳴門・大塚スポーツパークアミノバリューホール

13（日）

行　　　事　　　名

尾西尾北地区月次試験

　2023年度　８　月　行　事　予　定

6（日）



日（曜） 時間 場所 備考

1(金) 9:00～ 大垣武道館

第3競技場

9:00～15：00 露橋スポーツセンター

3（日） 【西三河月次】　　　形講習会 8:30～ 安城市体育館四・五段なし

5（火） 全国警察選手権大会 9:00～ 日本武道館

9（土） 全日本ジュニア体重別選手権大会(9日～10日) 埼玉県立武道館

10:00～ 蒲郡市武道館

令和5年度東海高等学校定時制通信制体育大会　柔道競技 10:00～ 浜松市武道館

16（土） 9:00～15：00 露橋スポーツセンター

マルちゃん杯全日本少年大会 東京武道館

第59回愛知県柔道道場連盟道場対抗柔道大会 9:50～ 第3競技場 第3会議室

【東三河月次】　　役員会・行事予定検討会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段なし

春日井市民体育大会　柔道競技 10:00～ 春日井市総合体育館 柔道場

千種区民大会 9:30～ 千種スポーツセンター

第3・4競技場 四・五段なし

第3競技場

第1競技場

9:30～ 豊橋市武道館

第1競技場

西三河体重別選手権(男女個人) 10:00～ 刈谷市体育館

9:30～ 豊橋市武道館

9:00～ 碧南市臨海体育館

9:30～ 刈谷市体育館

9:30～ 幸田中学校

全日本学生体重別選手権大会(30日～10/1日) 日本武道館

9:30～ 豊橋市武道館

18（月・祝）

10（日）

全三河高校柔道選手権大会(男女団体)

名古屋市ジュニア強化競技力向上講習会

令和5年度名古屋矯正管区管内矯正職員武道大会選手権試合及び女子柔道大会

愛知県私学祭柔道大会

名古屋市ジュニア強化競技力向上講習会

第18回西三河高等学校体重別選手権大会

幸田町民柔道大会

豊橋市内中学校新人体育大会柔道競技　(予備日)

月次試験　【名古屋】9：00～　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

愛知県柔道連盟　（理事会）

ひのまるキッズ

豊橋市内中学校新人体育大会柔道競技　(団体)

30(土)

23（土・祝）

ひのまるキッズ

豊橋市内中学校新人体育大会柔道競技　(個人)

碧南市秋季市民柔道大会

24（日）

　2023年度　９　月　行　事　予　定

行　　　事　　　名

2（土）

17（日）



日（曜） 時間 場所 備考

豊橋市民スポーツ祭2023 9:30～ 豊橋市武道館

蒲郡市民総合スポーツ大会柔道競技 9:00～ 蒲郡市武道館

【西三河月次】　 8:30～ 安城市体育館四・五段あり

東海柔道連合会六段特別審議会 鈴鹿市武道館

3（火） 愛知県武道館 第2会議室

6（金） 9:00～ 大阪刑務所

東三河中学生強化選考会　I 9:00～ 豊橋市武道館

豊田市秋季少年柔道大会 18:00～ 豊田市武道館

愛知県学生柔道新人優勝大会(男子:第60回・女子:第25回) 9:00～ 愛知県武道館
第3競技場
第3会議室

豊川市スポーツフェスティバル 9:00～ 豊川市武道館

安城市選手権大会 9:00～ 安城市体育館

9（月・祝） 西三河中学校新人柔道大会 9:30～ 刈谷市体育館

14（土） 鹿児島アリーナ

愛知県柔道連盟小学生強化練習会 10:00～
第3競技場
第４会議室

育成

【東三河月次】　　役員会・審議会・行事予定検討会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段あり

東三河柔道協会有段者(初段～四段)柔道大会 11:00～ 豊橋市武道館

令和5年度愛知県高等学校定時制通信制秋季体育大会　柔道競技 10:00～ 県立一宮高校 武道場

西尾市市民柔道大会 9:00～ 西尾市中央体育館

刈谷市秋季柔道大会 9:00～ 刈谷市体育館

第46回尾張・名古屋・知多地区高校新人体重別大会 第1競技場

南区民大会 午後 日本ガイシ 第3競技場

月次試験　【名古屋】9：00～　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】 第3・4競技場 四・五段あり

愛知県柔道連盟　（理事会） 第3競技場

名古屋柔道協会（理事会） 第3競技場

第59回豊川市事業所大会 9:00～ 豊川市武道館

西三河社会人大会 9:30～ 刈谷市体育館

23（月） 全国警察大会 9:00～ 日本武道館

9:30～ 江南武道館

第3回西三河柔道少年部合同練習会 9:00～ 刈谷市体育館

28（土） 13:00～ 高浜中学校

9:00～15：00 露橋スポーツセンター

第6回愛知県実業柔道体重別団体対抗大会 9:00～15:00 第3競技場

9:30～ 刈谷市体育館

10:00～ 豊橋武道館

名古屋市ジュニア強化競技力向上講習会

8（日）

１（日）

21（土）

22（日）

15（日）

国民体育大会柔道競技(14日～16日)

尾張・名古屋・知多地区新人体重別大会組み合わせ会兼高体連支部長会議

行　　　事　　　名

7（土）

29（日）

令和5年度全国矯正職員武道大会選手権大会及び女子柔道大会

令和5年度新人大会柔道競技西三河支部予選(男女団体)

高校新人尾張支部予選(男女団体)

第6回秋季高浜市柔道大会

高校新人東三河支部予選(男女団体)

　2023年度　10　月　行　事　予　定



日（曜） 時間 場所 備考

３（金・祝） 第40回愛知県中学生新人柔道大会 10:00～
男子：第１競技場
女子：第3競技場

千葉ポートアリーナ

高校新人大会名南支部予選(男女団体) 9:30～ 愛知県武道館 第3競技場

9:50～ 小牧市スポーツセンター武道館

新城市柔道大会 9:30～ 新城市武道館

10:00～ 豊橋武道館

【西三河月次】　 8:30～ 安城市体育館四・五段なし

11（土） 高校新人大会名北支部予選(男女団体) 9:30～ 愛知県武道館 第3競技場

第3・4競技場 四・五段なし

第3競技場

【東三河月次】　　役員会・行事予定検討会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段なし

9:00～ 豊川市武道館

全知多少年柔道大会 9:00～ 青山記念武道館

公認指導者Bライセンス講習会 第3競技場

西区民大会 午前中 枇杷島スポーツセンター 予定

公認指導者Bライセンス講習会 第3競技場

高校新人知多支部予選(男女団体・個人) 9:30～ 青山記念武道館

全三河高等学校体重別柔道選手権大会 (男女個人) 10:00～ 蒲郡市武道館

全日本産業別大会 講道館

第3競技場

26(日） 第33回全三河少年柔道大会 10:00～ 蒲郡市武道館

12（日）

2023年度　11　月　行　事　予　定

２３（木・祝）

豊川柔道会合同練習会

第31回尾西尾北地区少年柔道大会

19（日）

高校新人東三河支部予選(予備日)

愛知県柔道連盟　（理事会）

公認指導者Bライセンス講習会

月次試験　【名古屋】9：00～　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

行　　　事　　　名

4土）
講道館杯全日本体重別選手権大会(4日～5日)

5（日）

18（土）



日（曜） 時間 場所 備考

２（土） 愛知県中学生強化選手選考会 9:00～ 愛知県武道館 第3競技場

第3・4競技場 四・五段あり

愛知県柔道連盟　（理事会） 第３競技場

グランドスラム東京(2日～3日) 東京体育館

第43回岡崎市民柔道大会 9:00～ 岡崎中央総合公園

第37回吉良ライオンズクラブ杯少年柔道大会 9:30～ 西尾市一色町体育館

5（火） 愛知県高校新人大会組み合わせ会兼高体連支部長会議 第2会議室

9（日） 9:00～15：00 日本ガイシ 第3競技場

令和5年度　第58回後期一宮市民柔道大会 9:00～ 一宮総合体育館 アリイナA

田原市地区対抗柔道大会 9:00～ 田原市文化会館

第47回知立市柔道選手権大会 9:30～ 刈谷市体育館

月次【知多地区】 9:00～ 青山記念武道館

16(土) 愛知県ジュニア強化競技力向上練成会 9:00～ 愛知県武道館 第1・3競技場

文武両道杯全国高校大会 講道館

【東三河月次】　　役員会・行事予定検討会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段あり

【西三河月次】　 8:30～ 安城市体育館四・五段あり

23（土） 第3競技場

第3競技場

第18回姿三四郎杯少年少女学年別柔道大会 10:00 青山記念武道館

豊橋一心館　河合徳次郎杯中学生柔道大会 9:30～ 豊橋市武道館

日（曜） 時間 場所 備考

7（日） 9:00～ 豊川市武道館

月次試験　【名古屋】9：00～　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】 第3・4競技場 四・五段なし

愛知県柔道連盟　（理事会） 第３会議室

名古屋柔道協会（理事会） 第３会議室

9:30～ 豊橋市武道館

9:00～ 刈谷市体育館

20（土） 令和5年度愛知県高等学校新人大会　柔道競技(男子:団体・女子:個人)　　　　　　 第1競技場

【東三河月次】　　役員会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段なし

【東三河】投の形・固の形講習会 12:00～ 豊橋市武道館

【西三河月次】　　形・学科試験なし 8:30～ 安城市体育館四・五段なし

知立市新春武道大会 9:30～ 知立市福祉体育館

令和5年度愛知県高等学校新人大会　柔道競技(男子:個人・女子:団体)　　　　　　 第1競技場

全日本柔道連盟公認審判員Bライセンス試験

令和5年度愛知県柔道選手権大会兼全日本選手権大会県予選 10:00～ 愛知県武道館 第3競技場

令和5年度愛知県女子柔道選手権大会兼皇后盃大会県予選 10:00～ 愛知県武道館 第3競技場

第39回西尾市中学校柔道大会 9:00～ 西尾市中央体育館

10（日）

名古屋市ジュニア強化競技力向上講習会

豊川合同練習会

公認指導者Cライセンス講習会

行　　　事　　　名

１4（日）

公認指導者Cライセンス講習会

行　　　事　　　名

３（日）

　2023年度　12　月　行　事　予　定

２４（日）

17(日)

月次試験　【名古屋】9：00～　　　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

21（日）

27（土）

28（日）

第45回豊橋南ロータリークラブ杯豊橋少年柔道大会

第4回西三河柔道少年部合同練習会

　2023年度　１　月　行　事　予　定　　　２０２4年（令和6年）



日（曜） 行　　　事　　　名 時間 場所 備考

【東三河月次】　　役員会・審議会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段あり

第1回西三河小学生柔道選手権大会 9:00～ 刈谷市体育館

１0（土） 9:00～15：00 日本ガイシ 第3競技場

１1（日） 9:30～ 新城市武道館

全日本シニア体重別選手権大会(17日～18日)

愛知県柔道連盟少年　（中学生）強化練習会・講習会 9:00～ 愛知県武道館 第3競技場

第3・4競技場 四・五段あり

第３会議室

蒲郡少年柔道教室親睦練習交換会 9:30～ 蒲郡市武道館

【西三河月次】　　形・学科試験なし　 8:30～ 刈谷市体育館四・五段あり

24(土) 第6回高浜市寝技の大会 9:30～ 刈谷市体育館

愛知県柔道連盟安全指導者講習会 10:00～ 愛知県武道館 第3競技場

令和5年度全日本選手権「形」競技大会愛知県選手権選考会 13:00～ 愛知県武道館 第3競技場

9:00～ 豊川市武道館

日（曜） 行　　　事　　　名 時間 場所 備考

午前

全日本選手権大会　東海予選

全日本女子柔道選手権大会　東海予選

9（土） 9:00～15：00 日本ガイシ 第3競技場

10（日） 9:00～ 豊川市武道館

第51回愛知県小学生柔道大会兼第44回全国少年柔道大会県予選 10:00～ 第3競技場 小柔協

愛知県小学生柔道競技会総会 大会終了後 第3競技場 小柔協

【東三河月次】　　役員会 9:00～ 豊橋市武道館四・五段なし

東三河役員　審判講習会 12:30～ 豊橋市武道館

【西三河月次】　　総会　　　形・学科試験なし　 8:30～ 刈谷市体育館四・五段なし

19(火) 全国高等学校選手権大会(19日～２０日) 日本武道館

20(祝・水) 東三河中学生練習会 9:00～ 豊橋市武道館

23（土） 全国中学生大会(23日～24日) 横浜武道館

第3・4競技場 四・五段なし

第３会議室

第5回西三河柔道少年部合同練習会 9:00～ 刈谷市体育館

西三河柔道道場協会総会 未定 未定

名古屋市ジュニア強化競技力向上講習会

17（日）

豊川合同練習会

１8（日）

月次試験　【名古屋】9：00～　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

愛知県柔道連盟　（理事会）

　2023年度　２　月　行　事　予　定

名古屋市ジュニア強化競技力向上講習会

　2023年度　３　月　行　事　予　定

新城地方少年柔道大会

東海連合会総会

月次試験　【名古屋】9：00～　【名古屋昇段受付　10：30～12：00】

愛知県柔道連盟　（理事会）
24（日）

豊川合同練習会

3（日）

25（日）

4（日）

堺市立大浜体育館武道館
17（土）

津市産業スポーツセンター 三重武道館
午後


