
２０１９年度事業計画　日連・九沖ブロック・県連
2019年4月1日～2020年3月31日

主　管 月　日 事  業  内  容 会   場　 運   営 備     考

日　連 4/7～4/10(水) ４段位昇段　前期審査会 東京トレーニング(セ)

県　連 4/13～4/14(日) 強化選手講習会(総合・42式剣・24式) ももち(体) 青藍拳社 両日共　競技場9-18　剣道場12-15

日　連 4/14～4/17(水) ４段位昇段　前期審査会 大阪トレーニング(セ)

日　連 4/20～4/21(日) 第27回JOCジュニアオリンピックカップ大会 京都府　島津アリーナ

日　連 4/20～4/21(日) 公認太極拳Ｂ級指導員認定試験 アクシオン福岡 検定委員
4/20ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ 13-21 第一研修室 9-21第三研修室 9-14  　　　　
　　　  　　　　　　　  4/21ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ 9-17　第一研修室
9-17第三研修室 11-13

日　連 5/3～5/4(土) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験
ももち文化センター　　　　　
　　ももち(体) 

検定委員
ももち文化ｾﾝﾀ-　5/3第一研修室9-17　第2研修室9-17　　
　ももち体育館　5/3　競技場12-20　剣道場12-15  　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　〃　　　　　　5/4　競技場9-18 　剣道場9-18

日　連 5/9～5/10(金) 公認太極拳Ａ級指導員認定試験① 東京トレーニング(セ)

日　連 5/11～5/12(日) 公認太極拳Ａ級指導員認定試験② 東京トレーニング(セ)

九　沖 5/11～5/12(日) 春季　Jｒ.強化講習会 アクシオン福岡　 Jr普及(委) 多目的ｱﾘｰﾅ9-17

県　連 5/19(日) 推手講習会３段一次用　非受験者可 中央(体) 弥生 競技場　９-18

県　連 5/26(日) 公認普及指導員認定試験 アクシオン福岡 検定委員 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ13-17　第１研修室9-17　第4研修室9-13

県　連 5/26(日) 県連総会 アクシオン福岡 第4研修室13-16

県　連 6/8～6/9(日) 技能検定２段一次（剣）講習会・試験 中央(体) 福岡研究会 6/8　競技場9-18　　　　6/9武道室9-19

県　連 6/15～6/16(日) 技能検定３段一次（推手）講習会・試験 博多(体)   養生会 6/15競技場9-18　6/16武道室9-19　健康相談室9-19

日　連 6/18～6/19(水) ４段位昇段　中央研修会 アクシオン福岡 検定委員 両日共　ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ9-17　和室9-17

日　連 7/12～7/14(日) 第３６回全日本武術太極拳選手権大会
岡山県総合グラウンド　　　　
　　　(ジップアリーナ岡

県　連 7/15(月・祝日) ４段位取得者と４段二次受験者講習会 博多(体) 福岡協会 武道室　９-19　　　健康相談室9-19

九　沖 7/27～7/28(日) Jｒ.強化講習会（孔祥東老師) アクシオン福岡 Jr普及(委) 両日共　多目的ｱﾘｰﾅ9-17　第3研修室9-17

県　連 8/3(土) ３段　検定受験者対象講習会 中央(体) 福岡協会 競技場　９-18

県　連 8/11（日） ４段対策講習会（３段取得者以上対象） 中央(体) 福岡協会 競技場　９-18

県　連 8/17～8/18(日) 総合太極拳・42式太極剣講習会 城南(体) 筑紫龍安 両日共　競技場9-18　

県　連 8/25(日) 長拳６～３級技能検定試験 アクシオン福岡 Jr普及(委) 多目的A・B　９-17

県　連 9/14(土) ２段　検定受験者対象講習会 城南(体) 福博同好会 競技場　９-18

日　連 9/14～9/15(日) ３段　検定対策講習会 東(体) 検定委員
9/14競技場 9-18　武道室 9-19           　　　　　　　　
     9/15競技場 9-18　 武道室 9-17

日　連 9/15～9/16(月) 2019年茨城国体公開競技 取手グリーンスポーツセンター

県　連 9/29(日) 初段　検定受験者対象講習会 中央(体) 弥生 競技場　９-18

九　沖 10/5～10/6(日) Jr強化合宿 福岡県社会教育総合ｾﾝﾀｰ(予定) Jr普及(委)

九　沖 10/19(土) 初段　２段　検定受験者対象講習会 東(体) 福岡研究会 競技場　９-18
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日　連 10/31～11/1(金) 技能検定　３段受験者　講習会・試験① 博多(体) 検定委員
10/31　競技場 9-22　武道室15-19 健康相談室15-19          　
　　　　　　　    11/1　 競技場 9-15　 武道室 9-13 

日　連 11/2～11/3(日) 技能検定　３段受験者　講習会・試験② 東(体) 検定委員
11/2　競技場 9-22　武道室15-19           　　　　　　　
　    11/3　武道室 9-15　 健康相談室 9-15

九　沖 11/2～11/3(日)
第11回Jｒ.武術太極拳大会＆　　　　　　　　　
　　　2020年鹿児島国体予選大会 曽於市末吉総合体育館

日　連 11/9～11/10(日) ４段位昇段　後期審査会　(一次・二次)　　 中央(体) 検定委員
11/9　 競技場 9-22　武道室15-19           　　　　　　　
　    11/10　競技場 9-18　 武道室 9-13

日　連 11/10(日) 第３２回全国健康福祉祭ねんりんピック 和歌山県海南市

日　連 11/16～11/17(日)技能検定　２段受験者　講習会・試験 博多(体) 検定委員
11/16　武道室・健康相談室9-21　          　　　　　　　
　    11/17　武道室・ 健康相談室9-15

日　連　
県　連

11/23～11/24(日)技能検定　初段 ・ 1級受験者　講習会・試験 東(体) 検定委員
11/23  競技場 9-22　武道室11-19           　　　　　　　
　    11/24  競技場 9-18　 武道室 9-15

県　連
2020年　　　　　
1/13(月・祝日)

推手　「四正手攻防」講習会 中央(体) 福岡協会 競技場　９-18

県　連 2/16日(日)
第３２回福岡県大会（兼全国大会選抜）　　　　
　　　　　　　　　　　第18回ねんりん(ス)

久留米総合スポーツセンター 県南ﾌﾞﾛｯｸ

九　沖 2/22～2/23(日) 冬季Jｒ.強化講習会 アクシオン福岡 Jr普及(委) 両日共　多目的ｱﾘｰﾅ9-17

県　連 3/7～3/8(日) 総合太極拳・42式太極剣講習会 西(体) 筑紫龍安 両日共　競技場9-18　

日　連 3/7～3/8(日) 長拳技能検定１～２級　事前講習会・試験 アクシオン福岡 Jr普及(委)
3/7　多目的ｱﾘｰﾅ(A･B) 13-21　　　　　　　　 　　　　  　　
　　　　　  3/8　多目的ｱﾘｰﾅ(A･B)  9-17　第一研修室 

九　沖 3/21～3/22(日) 総合・４２式剣・２４式強化講習会 全国大会出場者博多(体) 青藍拳社 両日共　武道室 ・健康相談室9-19

県　連 3/28～3/29(日) 規定太極拳四式講習会 城南(体) 養生会 両日共　競技場9-18　

各体育館使用時間について
競技場 ３時間単位　　武道室・健康相談室 ２時間単位
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