
令和2年12月30日

令和2年度
日  程 行 事 ・ 大 会 名 開 催 場 所 開会時間

4月5日（日） 第1回四国地区昇段級審査会 松茂町第二体育館 中止
4月5日（日） 第18回日本拳法全国少年大会団体戦 なみはやドーム 中止
4月5日（日） 第3回日本拳法全国少年個人選手権大会 なみはやドーム 中止
4月12日（日） 第14回福岡大会 福岡県朝倉市甘木中学校武道場 延期

4月19日（日） 第33回日本拳法中南勢会会⾧杯 松阪市武道館 中止
4月26日（日） 第20回中部オープン選手権大会 露橋スポーツセンター柔道場 中止
4月26日（日） 第24回西日本学生拳法選手権大会（団体戦） 大阪市中央体育館メインアリーナ 延期
4月26日（日） 西日本高等学校日本拳法選手権大会（団体戦）、決勝戦・3位決定戦 大阪市中央体育館メインアリーナ 中止
4月29日（祝） 第1回昇段級審査会  豊中市立武道館（ひびき） 延期

5月2日（土） 第28回春季日本拳法大阪府民大会（個人戦） 大阪市立東淀川体育館 中止
5月3日（日） 第13回日本拳法四国総合選手権大会 松茂町第二体育館 延期
5月3日（日） 第15回日本拳法奈良県選手権大会 ならでん第二武道場 中止
5月3日（日） 第15回奈良県高等学校日本拳法選手権大会 ならでん第二武道場 中止
5月3日（日） 第40回兵庫県日本拳法選手権大会 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園総合体育館） 中止
5月9日（土） 公益財団法人 日本拳法会 部⾧会 アベノスポーツセンター 会議室 中止
5月10日（日） 第23回大阪市⾧杯日本拳法大阪市民大会 アベノスポーツセンター 中止
5月10日（日） 第34回日本拳法愛知県民大会 名古屋市千種スポーツセンター 中止
5月10日（日） 第22回日本拳法京都府民大会 京都府立伏見港公園総合体育館 中止
5月10日（日） 第53回京都学生拳法リーグ戦 京都府立伏見港公園総合体育館 中止
5月17日（日） 第41回日本拳法三重県総合大会 津市産業スポーツセンター（サオリーナ） 中止
5月24日（日） 第34回豊中市民日本拳法大会 豊中市立武道館（ひびき） 延期
5月30日（土） 矢野杯争奪第33回東日本学生個人選手権大会 大森スポーツセンター 延期
5月31日（日） 第24回西日本高等学校日本拳法選手権大会（個人） 吹田市立武道館（洗心館） 中止
6月7日（日） 第13回日本拳法九州総合選手権大会肥前大会 佐世保武道館 中止
6月14日（日） 第21回西日本学生拳法個人選手権大会 吹田市立武道館（洗心館） 中止
6月14日（日） 第51回全日本日本拳法社会人個人選手権大会 大阪市立東淀川体育館 中止
6月14日（日） 第6回西日本日本拳法社会人選手権大会（団体戦） 大阪市立東淀川体育館 中止
6月14日（日） 第60回中部日本学生拳法選手権大会 名古屋市守山スポーツセンター 中止
6月14日（日） 第30回日本拳法高校東海大会 名古屋市守山スポーツセンター 中止
6月21日（日） 第2回昇段級審査会  吹田市立武道館（洗心館） 延期
6月28日（日） 第33回全国大学選抜選手権大会 日本大学文理学部 百周年記念館 中止
6月28日（日） 第16回全国ブロック対抗女子学生団体戦 日本大学文理学部 百周年記念館 中止
6月28日（日） 第33回東日本大学リーグ戦 日本大学文理学部 百周年記念館 ☆

☆ 日本拳法熊本県スポーツ少年団大会 熊本県玉名市武道館 中止
7月5日（日） 第8回日本拳法大分大会 八幡杯ＩＮ大分 宇佐市武道館 中止
7月5日（日） 第18回日本拳法都道府県対抗大会 名古屋市千種スポーツセンター 中止
7月5日（日） 令和2年度三島総体日本拳法大会 茨木市市民体育館 13時
7月11日（土） 公益財団法人 日本拳法会 部⾧会  アベノスポーツセンター 会議室 ｵﾝﾗｲﾝ会議
7月12日（日） 第32回日本拳法名古屋大会 名古屋市露橋スポーツセンター 中止
7月12日（日） 第35回日本拳法春日井市民大会 春日井市総合体育館柔道場 中止
7月19日（日） 2020日本拳法総合選手権大会 予選会 吹田市立武道館（洗心館） 中止
7月19日（日） 第30回大阪府スポーツ少年団日本拳法競技大会 守口市民体育館メインアリーナ 10時
7月19日（日） 日本拳法専門科目「基本・形」研修会12 西宮市立中央体育館「武道場」 中止
7月23日（祝） 第2回昇段級審査会  吹田市立武道館（洗心館） 中止
7月26日（日） 日本拳法専門科目「基本・形」研修会34 西宮市立中央体育館「武道場」 9時
8月1日（土） 第65回全国高等学校日本拳法選手権大会（団体） 名古屋市千種スポーツセンター 中止
8月2日（日） 第65回全国高等学校日本拳法選手権大会（個人） 名古屋市千種スポーツセンター 中止
8月1日（土） 2020年度全日本歯科学生総合体育大会（団体戦） 東大阪アリーナ 9時
8月2日（日） 2020年度全日本歯科学生総合体育大会（個人戦） 東大阪アリーナ 9時
8月2日（日） 第23回旭区民日本拳法大会 大阪市立旭スポーツセンター 中止
8月2日（日） 公認指導員講習会 西宮市立中央体育館「武道場」 中止
8月9日（日） 第33回日本拳法東三河大会 豊川市体育館（第2アリーナ） 10時
8月9日（日） 九州地区合同昇段級審査会 桂川町総合体育館第2アリーナ 10時
8月16日（日） 補講 日本拳法専門科目「基本・形」研修会1234 西宮市立中央体育館「武道場」 中止
8月23日（日） 日本拳法専門科目「基本・形」研修会6 西宮市立中央体育館「武道場」 中止

☆ 第3回四国地区昇段級審査会 松茂町第二体育館
9月6日（日） 第3回昇段級審査会  吹田市立武道館（洗心館） 中止
9月12日（土） 公益財団法人 日本拳法会 部⾧会  アベノスポーツセンター 会議室 ｵﾝﾗｲﾝ会議
9月19日（土） 2020日本拳法国際審判講習会 大阪市中央体育館柔道場 中止
9月20日（日） 2020日本拳法総合選手権大会 大阪市中央体育館 中止
9月27日（日） 第51回全国国公立大学日本拳法選手権大会 名古屋大学体育館 中止
10月4日（日） 第45回日本拳法龍峰杯優勝大会 吹田市立武道館（洗心館） 中止
10月4日（日） 第15回日本拳法愛媛県選手権大会 中四国交流推進大会 今治市営中央体育館 アリーナ 中止
10月4日（日） 第9回日本拳法江南市民大会 KTXメンアリーナ 10時00分
10月4日（日） 第30回日本拳法北勢オープン大会（個人戦） 鈴鹿市武道館 13時00分
10月11日（日） 第13回東日本大学形選手権大会 日本大学文理学部 百周年記念館 中止
10月11日（日） 第31回東日本大学選手権大会 日本大学文理学部 百周年記念館 中止
10月11日（日） 第13回東日本大学女子選手権大会 日本大学文理学部 百周年記念館 中止
10月11日（日） 第29回日本拳法秋季大阪府民体育大会（団体戦） なみはやドーム 中止
10月11日（日） 令和2年度日本拳法指導者・競技力向上会 なみはやドーム 中止
10月18日（日） 第31回洪游杯・日本拳法ジャパンオープン 大阪市立東淀川体育館 中止
10月18日（日） 第21回日本拳法熊本大会 熊本県立武道館 10時
10月25日（日） 第55回中部日本学生拳法新人戦大会 名古屋市露橋スポーツセンター 中止
10月25日（日） 第36回全日本学生拳法個人（男・女）選手権大会 名古屋市露橋スポーツセンター 中止
10月25日（日） 第65回全日本学生拳法選手権大会抽選会 名古屋市露橋スポーツセンター 中止
11月1日（日） 第24回西日本高校日本拳法選手権大会予選（団体） 12月20日に延期
11月1日（日） 第41回日本拳法吾友会大会・第31回洪游杯ＪＯ少年大会 大阪市立東淀川体育館 中止
11月3日（祝） 第62回日本拳法孝徳会選手権大会 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園総合体育館） 中止
11月3日（祝） 第50回枚方市民秋季日本拳法大会 枚方市立渚市民体育館 中止
11月7日（土） 2020年東日本大学新人戦 東京武道館 10時
11月8日（日） 第34回日本拳法中部総合大会 名古屋市守山スポーツセンター 中止
11月8日（日） 第12回九州オープン大会 福岡県朝倉市立甘木中学校武道館 9時
11月8日（日） 第17回日本拳法西日本少年大会 西成区スポーツセンター 中止
11月14日（土） 公益財団法人 日本拳法会 部⾧会  アベノスポーツセンター 会議室 ｵﾝﾗｲﾝ会議
11月15日（日） 中部新人日本拳法個人優勝大会 愛知学院大学日進校舎 13時30分
11月15日（日） 第21回日本拳法岡山県総合選手権大会 岡山商科大学体育館 中止
11月15日（日） 第31回日本拳法実業団大会 矢野文雄杯 豊中市立武道館（ひびき） 12時
11月23日（祝） 第53回全日本拳法社会人選手権大会（団体戦） 大阪市立東淀川体育館 中止
11月23日（祝） 第6回西日本日本拳法社会人個人選手権大会 大阪市立東淀川体育館 中止
12月6日（日） 第65回全日本学生拳法選手権大会 大阪府立体育館 9時30分
12月12日（土） 第9回日本拳法⾧久手錬成大会 ⾧久手市杁ケ池体育館 9時30分
12月13日（日） 第4回昇段級審査会  豊中市立武道館（ひびき） 中止

令和3年
1月10日（日） 第26回日本拳法白虎会優勝大会 パナソニックアリーナ 中止
1月17日（日） 2019年度中部日本本部新年交礼会 百楽 中止
1月24日（日） 吹田市⾧杯 日本拳法大会  吹田市立武道館（洗心館） 中止
2月6日（土） 公益財団法人 日本拳法会 理事会 未定 11時
2月6日（土） 公益財団法人 日本拳法会 部⾧会 未定 13時30分
2月6日（土） 公益財団法人 日本拳法会 拡大役員会 徐園 中止
2月11日（火） 第25回大阪武道祭 大阪市中央体育館サブアリーナ 中止
2月21日（日） 第1回公認審判講習会 豊中市立武道館（ひびき） 9時
2月23日（祝） 第1回昇段級審査会振替  豊中市立武道館（ひびき） 9時40分
2月28日（日） 令和2年度日本拳法体重別選手権大会 横浜武道館1階武道場 中止
3月7日（日） 令和2年度熊本市民大会 北部武道場 10時
3月7日（日） 第2回公認審判講習会 豊中市立武道館（ひびき） 9時
3月7・8日（土・日） 西日本学生拳法連盟リーダース研修会 キャッスルホテル大阪 14時
3月13日（土） 公益財団法人 日本拳法会 部⾧会 アベノスポーツセンター 14時
3月14日（日） 第53回茨木市体育協会杯  茨木市民体育館 13時
3月21日（日） 第37回日本拳法和歌山大会 海南市拝待体育館 10時
3月27日（土） 第25回全国高等学校日本拳法選抜大会（団体） 大阪市修道館 12時00分
3月28日（日） 第25回全国高等学校日本拳法選抜大会（個人） 大阪市修道館 10時00分

☆ （一社）日本拳法競技連盟定例役員会 名古屋百楽
☆ 第21回日本拳法少年大会 摂津市鳥飼体育館

☆印は予定・未定

令 和 2 年 度 日 本 拳 法 行 事 日 程


