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令和３年度事業計画
月 日・曜日 名　　　　　　　　　　　　　　称 会　　　　　場

2
アキタパークホテル

全国少年柔道大会秋田県予選会 県立武道館大道場

3

東北柔道連盟役員会

福島市　ＮＣＶふくしまアリーナ

全国高校選手権大会 日本武道館
講道館
さいたま市　サイデン化学アリーナ

4

全日本選抜柔道体重別選手権大会 福岡国際センター
評議員会・表彰式・懇親会 アキタパークホテル

横浜文化体育館

秋田県スポーツ科学センター

全県選抜高等学校柔道大会・全県選抜高等学校女子柔道大会 森吉総合スポーツセンター
千葉ポートアリーナ

5

４（火・祝） 全県選抜防犯少年柔道大会 県立武道館柔道場
中学生強化練習会① 県立武道館柔道場

講道館
小学生錬成会① 県立武道館柔道場
秋田県中学校春季柔道大会 能代市総合体育館
東北地区講道館柔道「形」講習会 県立武道館柔道場
柔道教室・マルちゃん杯東北少年柔道大会 県立武道館大道場

6

全日本実業柔道団体対抗大会 四日市市総合体育館
秋田県高校総合体育大会柔道競技 県立武道館大道場・柔道場
全県高校定通制総合体育柔道競技 県立武道館柔道場

講道館
全日本ジュニア体重別選手権大会秋田県予選 県立武道館柔道場

県立武道館大道場

第１回理事会・昇段審査会 アキタパークホテル
未定

7

県立武道館柔道場・師範室
秋田県中学校総合体育大会柔道競技 男鹿市総合体育館

県立武道館柔道場

ＡＢ指導員養成講習会・更新講習会 秋田県スポーツ科学センター
東京オリンピック柔道競技 日本武道館
中学生強化練習会② 県立武道館柔道場
普及事業企画（全柔連補助事業）：子どもの形研修会① 県立武道館柔道場

8

県立武道館柔道場
全柔連公認Ｂ・Ｃライセンス審判講習会（県民スポーツ大会終了後）
東北中学校柔道大会 仙台市体育館

長野県長野市　ホワイトリング
合同強化練習会（成年男子・少年男子・女子） 県立武道館柔道場
全日本柔道連盟公認Ｂ級ライセンス審判員試験

山形県　山辺町民体育館東北総合体育大会柔道競技（ミニ国体）
東北地区六段候補者審議会～八段（功績）
全国中学校柔道大会 前橋市　ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
東京パラリンピック柔道競技 日本武道館

県立武道館大道場

東北高段者柔道大会・東北地区六段候補者「形」審査会 県立武道館柔道場
全国小学生学年別柔道大会 堺市

21（日） 常任理事会・第3回理事会・昇段審査会
28（日）

6（土） 福島市　
ｸﾞﾗﾝﾊﾟｰｸﾎﾃﾙｴｸｾﾙ福島恵比寿

7（日）
令和3年全日本柔道選手権東北予選会
令和3年全日本女子柔道選手権東北予選会
東北東西対抗柔道大会

19～20（土～日）
2１(月） 文武両道杯全国高校柔道大会（中止）
27～28（土～日）近代柔道杯全国中学生柔道大会（中止）
3～4（土～日）
11（日）
18(日) 全日本女子柔道選手権大会（10月以降に延期）

18（日） 安全指導・コンプライアンス講習会
兼ＡＢＣ指導員更新講習会

25（日）
29(木) 全日本柔道選手権大会（10月以降に延期）

1～2（土～日）
4～5（火～水） 全国少年柔道大会（9月以降に延期）
9（日）
15（土）
16（日）
22～23（土～日）
5～6（土～日）
5～7（土～月）
12（土）
12(土） 令和3年全日本形競技大会
13（日）

13（日） 秋田県小学生柔道選手権大会
令和3年度全国小学生学年別柔道大会秋田県予選

20（日）
26～27（土～日）全日本学生優勝大会・第29回全日本学生女子優勝大会
4(日) 令和3年度県民体育大会柔道競技・強化委員会・安全講習会
1０～1１(土～日）

1１（日) 全日本ジュニア体重別選手権大会東北大会
全日本女子ジュニア体重別選手権大会東北大会

17～18、25（土～日、日）

24～30（土～金）

25(日)
31（土）

1（日）
令和3年度県民スポーツ大会・公認Ｃライセンス審判試験

4～5（水～木）
8～12（日～木）令和3年度全国高等学校体育大会柔道競技
16～18（月～水）
20(金）

21～22（土～日）

22～25（日～水）
27～29（金～日）

28～29（土～日）
令和3年度東北学生体重別選手権大会
令和3年度東北学生体重別団体優勝大会

29（日）
29（日）
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月 日・曜日 名　　　　　　　　　　　　　　称 会　　　　　場

9

全国高等専門学校体育大会柔道競技 県立武道館全館
全日本実業団体対抗大会 尼崎市　ベイコム総合体育館

埼玉県立武道館
全県高校柔道大会・全県高校女子柔道大会（國安旗） 横手市武道館

未定 強化遠征（成年男子） 未定
未定 強化遠征（少年男子） 未定
未定 強化遠征（女子） 未定

全国少年競技者育成事業　東北ブロック小学生合宿 県立武道館柔道場
国民体育大会柔道競技 三重県　津市産業スポーツセンター

講道館
マルちゃん杯全日本少年大会 東京武道館
全県選抜柔道大会（加藤杯） 男鹿市総合体育館
秋田県スポーツ少年団柔道交流会 県立武道館柔道場

10

全日本学生体重別選手権大会 日本武道館
岩手県盛岡市

秋田県郡市対抗柔道大会 県立武道館柔道場
全日本学生体重別団体優勝大会 尼崎市　ベイコム総合体育館
全日本ジュニアブロック合宿 青森県

秋田キャッスルホテル
秋田県中学校秋季柔道大会 県立武道館大道場

11

千葉ポートアリーナ
小学生錬成会② 県立武道館柔道場

アキタパークホテル
全国高校柔道選手権大会秋田県予選 県立武道館大道場

12

４（土） 普及事業企画（全柔連補助事業）：子どもの形研修会② 県立武道館柔道場
秋田大学

未定 中学生強化遠征（群馬）
合同強化練習会（成年男子・少年男子・女子） 県立武道館柔道場
なまはげカップ男鹿市長杯争奪柔道錬成大会 男鹿市総合体育館
秋田県武道まつり 県立武道館大道場
全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会 石巻市総合体育館

県立武道館柔道場

県立武道館柔道場

2

秋田県柔道連盟「形」競技大会 県立武道館柔道場
総務委員会 県立武道館柔道場
中学生強化指定選手選考会 県立武道館柔道場

アキタパークホテル
柔整旗争奪全県小・中学校柔道大会 県立武道館大道場

3

東北柔道連盟役員会 山形県

山形県

全国少年柔道大会秋田県予選会 県立武道館柔道場
全国高校柔道選手権大会 日本武道館
近代柔道杯全国中学生柔道大会 横浜武道館

3～5（金～日）
4～5（土～日）
11～12（土～日）令和3年度全日本ジュニア体重別選手権大会
12（日）

18～20（土～月）
18～20（土～月）
19（日） 令和3年度全国高等学校定時制通信大会
19（日）
20（月・祝）
26（日）
2～3（土～日）
2（土） 令和3年度東北柔道連盟理事会
10（日）
16～17 (土～日)
22～24（金～日）
23～24（土～日）令和3年度東北地区女性登録推進会議
30～31（土～日）
13～14(土～日）令和3年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
14（日）
21（日） 第2回理事会・昇段審査会
27～28（土～日）

4～5（土～日） ＡＢC指導員養成講習会・更新講習会
前橋市　ALSOKぐんまアリーナ

18（土）

令和
４年
１

8～9（土～日）
10（月）
21～23（金～日）

30(日) 令和4年全日本柔道選手権秋田県予選会
令和4年全日本女子柔道選手権秋田県予選会

30(日) 安全講習会・第3回強化委員会
6(日)
6（日）
12～13（土～日）
20（日） 第3回理事会・昇段審査会
27（日）
5（土）

6（日）
令和4年全日本柔道選手権東北予選会
令和4年全日本女子柔道選手権東北予選会
東北東西対抗柔道大会

13（日）
20～21（日～月）
26～27（土～日）
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