
1 (日) 　月次　・　形、学科試験 山本卓 石川哲 小倉 岩月 川内 富田

28 (土) 　蒲郡竹島旗東海中学生柔道大会 松川 小田 大見

29 (日) 　総体西三予選 長嶋 都築 小田 神谷健 作田

5 (土) 　護国神社　奉賛・愛知県段別柔道大会　（B級練習） 藤野 山本和

6 (日) 　月次　・　審判講習会 　　講師　：　上野義行　氏

20 (日) 　東海学生男女夏季優勝大会　兼　（B審判員試験） 藤野 山本和

27 (日) 　熱田神宮　奉納柔道大会 森下 檀上

2 (土) 　全日本ジュニア　　県予選 森田 上田

　全三河東西対抗柔道大会 松川 神谷健 長嶋 諌山 榊原

9 (土) 　国体少年　　二次予選 川波 前

石川清 大見 檀上 萩田 杉山康

中川 石黒 山下 都築 伊奈

10 (日) 　県・小学生（学年別）　←　派遣不要  西川和  杉本

23 (土) 　国体少年　　最終予選 高長 吉岡

8 (日) 　月次　・　形、学科試験 大河内信 小倉 石川哲 鈴木秀 中川 岩月

28 (土) 　愛知県　中学校総体　　（団体）　　　        　　　 古居 竹内

29 (日) 　愛知県　中学校総体　　（個人） 内藤 竹市

29 (日) 　杜若小学生形選手権大会 小野寺 松川 大河内哲 杉山康 近藤 伊奈

5 (日) 　月次　・　形、学科試験 山本卓 大西 堀 丸山 三矢 山崎

25 (土) 　愛知県　青年体育大会柔道大会 冨田 生田 本山

26 (日) 　東海学生柔道体重別選手権大会　（男女） 西川悦 上田 生田 伊藤
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　　　　　　　　　　　　　　　　　黄色表示は、県、東海の大会です。　　交通費の受け取りのために印鑑をご持参ください。

H30年度　年間行事　審判・形・学科　担当割振り　一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　ご都合の悪い場合は、個々で他の先生と交代の上、その旨を主催者および事務局へご連絡ください。
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3 (日)
＊審判は交代の可能性あり　　＊審判の大会役員は後日広報します

10 (日) 　月次　・　形講習
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角谷 黒田 安井 竹内 山本和

今野 作田 川内 古居 前

9 (日) 　県スポレク　西三予選 榊原 原 大見 神谷重 作田 山下

川内 梅田 今野 神谷健

黒田 安井 角谷 丹羽

吉岡 石黒 丹羽 岡田 大参 森田

29 (土) 　西三高校体重別選手権大会 榊原 本山 坂井 藤野 諫山

7 (日) 　月次　・　形、学科試験 山本卓 石川清 小倉 杉山雅 向井 三矢

21 (日) 　愛知　ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ　ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　 川波 上田 吉岡

28 (日) 　西三高校新人柔道大会 前 都築 大参 萩田 梅田

内藤 原 長嶋 神谷重

山下 石黒 大河内哲

11 (日) 　月次　・　形、学科試験 岩月 丸山 本山 小野寺 堀 竹内

　全三河高校柔道体重別選手権大会 中川 大河内哲 伊奈 森下

森田 小田 梅田 丹羽

18 (日) 　東海学生男女冬季優勝大会 高長 森 西川悦 安井

12 16 (日) 　月次

　月次　・　形講習 西川和 角谷 川波 大河内哲 森下

檀上 伊藤 西川悦 神谷重 萩田

17 (日) 　月次　・　形、学科試験 石川清 丸山 堀 鈴木秀 富田 石川哲

17 (日) 　愛知県　柔道選手権大会　兼　全日本県予選 近藤 高長 森

3 (日) 　月次　・　総会

17 (日) 　県・少年（団体）　兼　全国少年大会予選　←　派遣不要  黒田  西川和  大参  岡田  杉本  諌山
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2 (日) 　月次　・　形講習　（県常任理事会と同日）

16 (日) 　全三河高校選手権大会

16 (日) 　ひのまるキッズ
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4 (日) 　西三河社会人柔道大会

18 (日)

1 20

2

3


