
No.1
会  場 備  考

4月   8日（日） 〇 第27回⾧野県柔道体重別選手権大会兼団体選手選考会 小諸市武道館

〇 全日本ジュニア柔道体重別選手権県予選会    〃

〇 第1回県理事会    〃

22日（日） 全日本女子柔道選手権大会 横浜文化体育館

28日（土） 全国柔道高段者大会 講道館

29日（日） 全日本柔道選手権大会 日本武道館

5月   5日（土） 全国少年柔道大会 （合同錬成）  講道館

6日（日）     〃    〃

12日（土） 中信高校総体 松本市柔剣道場

 12日（土） □ 形講習会  （投） 松本市柔剣道場

□ 昇段審査会 （初段） ・審議会    〃

13日（日） □ 第22回⾧野県少年少女チャンピオン大会中信予選会

中信柔道整復師会少年柔道大会

□ 第1回理事会    〃

20日（日） 北信越学生柔道優勝大会 石川県立武道館

〇 講道館審判講習会・Cライセンス筆記試験 ⾧野総合運動公園体育館

第13回⾧野県柔道形競技大会 （7種目）    〃

26日（土） ⾧野県高校総体会柔道競技会 （～27日） 上田自然運動公園総合体育館 六・七・八段推薦

6月   2日（土） □ マルちゃん杯中部少年柔道大会 （～3日） 松本市市総合体育館

〇 全国教員大会⾧野県予選会 屋代高校柔道場

10日（土） 北信越柔道 「講道館形講習会」・幹事会 富山県立武道館

11日（日） 北信越柔道形競技大会    〃

15日（金） 北信越高校総体柔道競技 （～17日） 福井県立武道館

関東管区内警察柔道大会 関東管区警察学校

17日（日） 〇 第23回⾧野県少年少女チャンピオン大会兼学年別予選会 上田自然運動公園総合体育館 Cライセンス実技試験

〇 第27回（公社）⾧野県柔道整復師会少年柔道大会

24日（日） 中信中学総体柔道競技 豊科武道館

7月   1日（日） 〇 国体選手選考会 小諸市武道館

〇 第2回県理事会    〃

〇 推薦委員会    〃 六段推薦

  7日（土） 北信越幹事会・Bライセンス審判員試験 福井県立武道館 B候補3～5名：八段推薦

  8日（日） 北信越ジュニア（女子含む）柔道体重別選手権大会    〃

14日（土） 県中学総体柔道競技 （～15日） 上田自然運動公園総合体育館

22日（日） 第1回昇段審査・審議会 辰野中学校

29日（日） 全日本少年少女武道錬成大会 日本武道館

29日（日） □ 形講習会 （投・固） 松本第一高校

□ 昇段審査会 （初段～参段） ・審議会    〃

□ 第2回理事会 松本市

8月   6日（月） 北信越中学生柔道大会 (～7日） 石川県松任総合運動公園体育館

全国教員柔道大会 講道館

 8日（水） 第67回全国高等学校総合体育大会柔道競技大会（～12日） 三重県営津市サオリーナ

17日（金） 全国中学校柔道大会 （～20日） 広島県立総合体育館

18日（日） 第38回北信越国民体育大会柔道競技（～19日） ⾧岡市民体育館武道館

26日（日） 全国小学生学年別柔道大会
山口県周南市総合

スポーツセンター

□ : 中信主催・主管事業・大会  〇 : 県主催・主管事業・大会
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日  程 事 業 名



No.2
会  場 備  考

9月 2日（日） 〇 第51回⾧野県柔道高段者大会・第20回柔道段別大会 東信 含女子

  8日（土） 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 （～9日） 埼玉県立武道館

15日（土） 〇 北信越地区有望選手発掘ための合宿（～17日） 上田城址公園柔道場

22日（土） 北信越柔道形講習会 審査会・審議会・幹事会 石川県立武道館 六・七段候補

23日（日） 第55回北信越柔道高段者大会    〃

全国警察柔道選手権大会 日本武道館

29日  (土） 中信高校柔道新人大会 松本市柔剣道場

30日  (日） 〇 第６8回県下四地区大会 北信

10月 6日（土） 国民体育大会柔道競技会（～８日） 福井県立武道館

7日（日） 〇 第2回県昇段審査・審議会（四・五段） 千曲市体育館

14日（日） 〇 第3回県昇段審査・審議会（四・五段） 松本第一高校

14日（日） □ 形講習会（投・固・極） 松本第一高校

昇段審査・審議会（初段～参段）    〃

15日（日） 北信越定時制高等学校柔道大会 松本市柔剣道場

20日  (土） 中信高校柔道新人大会 松本市柔剣道場

21日（日） 全日本柔道形選手権大会 講道館

22日（月） 全国警察柔道大会 日本武道館

27日（土） 北信越ひのまるキッズ大会（～28日） アルビス小杉総合体育センター

28日（日） 〇 第4回県昇段審査・審議会 小諸市武道館

県実業団柔道大会 豊科武道館

11月   3日（土） ⾧野県高校柔道新人大会 （～4日） 駒ケ根市武道館

講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 （～4日） 千葉ポートアリーナ

4日（日） 第24回中信中学校新人柔道団体優勝大会兼選考会 豊科武道館

17日（土） □ 第23回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会 松本市総合体育館

18日（日） □         〃    〃

23日（金） 中信高校柔道選手権大会 松本第一高校

24日（土） 〇 B指導員養成講習会 松本第一高校

25日（日） 〇 〃    〃

12月   1日（土） 〇 第3回県理事会 ホテルメトロポリタン⾧野

9日（日） 〇 B指導員養成講習会 松本第一高校

□ 第3回理事会 松本第一高校

15日（土） 第24回県中学校新人柔道団体優勝大会兼選考会 ⾧野総合運動公園体育館

第41回全国高等学校柔道選手権大会⾧野県大会（～16日） 小諸市武道館

1月 19日（土） 〇 ⾧野県C指導者養成講習会及び試験（～20日） 松本第一高校

20日（日） □ 新年会 松本市

2月   3日（日） 〇 ⾧野県柔道選手権大会 松本市柔剣道場

〇 ⾧野県女子柔道選手権大会    〃

〇 第4回県理事会    〃

11日（日） □ 紅白戦 松本第一高校

□ 昇段審査（初段～参段）・審議会

□ 第4回理事会    〃

24日（日） □ 第37回全国少年柔道大会中信予選会 松本市柔剣道場

3月 2日（土） 〇 北信越審査会・幹事会・理事会・評議員会 小諸市武道館

  3日（日） 〇 第48回北信越柔道選手権大会    〃

〇 第34回北信越女子柔道選手権大会    〃

17日（日） □ 第39回⾧野県少年柔道大会 松本市柔剣道場

20日（水） 全国高等学校柔道選手権大会（～21日） 日本武道館

30日（土） ⾧野県監査・理事評議員会 メトロポリタン⾧野

4月 7日（日） □ 中信柔道連盟総会 松本市

□ : 中信主催・主管事業・大会  〇 : 県主催・主管事業・大会
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