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2019年度（令和元年度）第25期　初段～３段検定　実施日程・会場
１）初段検定

実施日 実　施　地 （ブロック） 実　施　会　場
1）

10月27日 （日）
仙台市（２段併設） （東北・北海道１） トークネットホール仙台

2） 山形市（２段併設） （東北・北海道２） 山形市南部体育館
3） 京都市 （近畿１） 京都テルサ東館３階スポーツセンター大会議室
4）

11月３日（日祝）

札幌市（２段併設） （東北・北海道３） 厚別区体育館
5） 青森市（２段併設） （東北・北海道４） 青森市はまなす会館
6） 栃木県鹿沼市 （北関東１） ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）
7） 越前市 （東海・北陸１） 今立体育センター
8） 各務原市 （東海・北陸２） 各務原市蘇原第一小学校
9） 11月10日 （日） 富山市 （東海・北陸３） 岩瀬カナル会館

10） 高松市（２段併設） （四国１） 高松市総合体育館　第１武道場
11）

11月17日 （日）

秋田市（２段併設） （東北・北海道５） 秋田県スポーツ科学センター
12） 前橋市（２段併設） （北関東２） ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター　ぐんま武道館第２道場
13） 長野市 （北関東３） 長野市生涯学習センター
14） 水戸市（２段併設） （南関東１） 堀原運動公園
15） 甲府市 （南関東２） 山梨県立青少年センター・リバース和戸館
16） 藤枝市（２段併設） （東海・北陸４） 静岡県武道館
17） 山口県下松市 （中国１） ほしらんどくだまつ
18） 熊本市 （九州・沖縄１） 東部交流センター
19） 宮崎市（２段併設） （九州・沖縄２） 佐土原武道館
20） 鹿児島市 （九州・沖縄３） キャンセ
21） 那覇市（２段併設） （九州・沖縄４） 沖縄空手会館
22）

11月24日 （日）

新潟市（２段併設） （北関東４） 新潟市北地区スポーツセンター
23） 千葉市 （南関東３） 千葉県総合スポーツセンター 武道館　第２武道場
24） 西宮市 （近畿２） 兵庫県立総合体育館
25） 奈良県王寺町 （近畿３） 王寺アリーナ
26） 鳥取県北栄町（２段併設）（中国２） 北栄町北条ふれあい会館
27） 島根県松江市 （中国３） 松江太極拳協会　２Ｆ道場
28） 高知市（２段併設） （四国２） 高知県立武道館　剣道場
29） 福岡市 （九州・沖縄５） 東体育館
30） 佐世保市（２段併設） （九州・沖縄６） 長崎県立武道館
31） 別府市（２段併設） （九州・沖縄７） 別府市民体育館
32） 佐賀市（２段併設） （九州・沖縄８） メートプラザ佐賀
33）

12月１日 （日）

福島市（２段併設） （東北・北海道６） あづま総合体育館　サブアリーナ
34） 蕨市 （南関東４） 蕨市民体育館
35） 津市（２段併設） （東海・北陸５） 三重県総合文化センター
36） 野洲市（２段併設） （近畿４） 野洲市総合体育館
37） 和歌山市（２段併設） （近畿５） 和歌山市東部コミュニティセンター
38） 広島市 （中国４） 広島県立総合体育館・武道場
39） 徳島県松茂町（２段併設）（四国３） 松茂町第二体育館
40）

12月８日 （日）

盛岡市（２段併設） （東北・北海道７） 盛岡アイーナ　アイーナホール
41） 名古屋市（２段併設） （東海・北陸６） 愛知県武道館
42） 大阪市① （近畿６） 大阪トレーニングセンター
43） 岡山市（２段併設） （中国５） 岡山市総合文化体育館 武道場
44） 12月11日 （水） 大阪市② （近畿７） 大阪トレーニングセンター
45）

12月15日 （日）
東京都 （南関東５） 中央区立総合スポーツセンター

46） 大和市 （南関東６） 大和スポーツセンター
47） 金沢市 （東海・北陸７） 金沢勤労者プラザ

２）２段検定
実施日 実　施　地 （ブロック） 実　施　会　場

1） 10月27日 （日） 仙台市（初段併設） （東北・北海道１） トークネットホール仙台
2） 山形市（初段併設） （東北・北海道２） 山形市南部体育館
3） 11月３日（日祝）札幌市（初段併設） （東北・北海道３） 厚別区体育館
4） 青森市（初段併設） （東北・北海道４） 青森市はまなす会館
5） 11月10日 （日） さいたま市 （南関東１） 浦和コルソ
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6） 11月10日 （日） 高松市（初段併設） （四国１） 高松市総合体育館　第１武道場
7）

11月17日 （日）

秋田市（初段併設） （東北・北海道５） 秋田県スポーツ科学センター
8） 前橋市（初段併設） （北関東１） ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター　ぐんま武道館第２道場
9） 水戸市（初段併設） （南関東２） 堀原運動公園

10） 綾瀬市 （南関東３） 綾瀬市民スポーツセンター
11） 福井県鯖江市 （東海・北陸１） 惜陰小学校
12） 藤枝市（初段併設） （東海・北陸２） 静岡県武道館
13） 神戸市 （近畿１） 神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）
14） 福岡市 （九州・沖縄１） 福岡市立博多体育館
15） 宮崎市（初段併設） （九州・沖縄２） 佐土原武道館
16） 那覇市（初段併設） （九州・沖縄３） 沖縄空手会館
17）

11月24日 （日）

栃木県鹿沼市 （北関東２） ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）
18） 新潟市（初段併設） （北関東３） 新潟市北地区スポーツセンター
19） 鳥取県北栄町（初段併設）（中国１） 北栄町北条ふれあい会館
20） 山口県下松市 （中国２） ほしらんどくだまつ
21） 高知市（初段併設） （四国２） 高知県立武道館　剣道場
22） 熊本市 （九州・沖縄４） 東部交流センター
23） 佐世保市（初段併設） （九州・沖縄５） 長崎県立武道館
24） 別府市（初段併設） （九州・沖縄６） 別府市民体育館
25） 佐賀市（初段併設） （九州・沖縄７） メートプラザ佐賀
26）

12月１日 （日）

福島市（初段併設） （東北・北海道６） あづま総合体育館　サブアリーナ
27） 東京都 （南関東４） 日本連盟トレーニングセンター
28） 甲府市 （南関東５） 山梨県立青少年センター・リバース和戸館
29） 津市（初段併設） （東海・北陸３） 三重県総合文化センター
30） 富山市 （東海・北陸４） 岩瀬カナル会館
31） 野洲市（初段併設） （近畿２） 野洲市総合体育館
32） 和歌山市（初段併設） （近畿３） 和歌山市東部コミュニティセンター
33） 徳島県松茂町（初段併設）（四国３） 松茂町第二体育館
34）

12月８日 （日）

盛岡市（初段併設） （東北・北海道７） 盛岡アイーナ　アイーナホール
35） 長野市 （北関東４） 長野市生涯学習センター
36） 名古屋市（初段併設） （東海・北陸５） 愛知県武道館
37） 岐阜県北方町 （東海・北陸６） 岐阜県北方町総合体育館
38） 奈良県王寺町 （近畿４） 王寺アリーナ
39） 岡山市（初段併設） （中国３） 岡山市総合文化体育館 第２競技場
40） 12月15日 （日） 大阪市① （近畿５） 大阪トレーニングセンター
41） 12月17日 （火） 大阪市② （近畿６） 大阪トレーニングセンター
42） 12月21日 （土） 千葉市 （南関東６） 千葉県総合スポーツセンター・スポーツ科学センター アリーナ
43）

12月22日 （日）

金沢市 （東海・北陸７） 金沢勤労者プラザ
44） 京都市 （近畿７） 京都テルサ東館３階スポーツセンター大会議室
45） 広島市 （中国４） 広島サンプラザ　サブホール
46） 鹿児島市 （九州・沖縄８） 鹿児島アリーナ

３）３段検定
実施日 実　施　地 （ブロック） 実　施　会　場

1） 10月27日 （日） 東京都① （南関東１） 日本連盟トレーニングセンター
2） 11月１日 （金） 福岡市① （九州・沖縄１） 博多体育館
3） 11月３日（日祝）仙台市 （東北・北海道） 仙台市中小企業活性化センター
4） 福岡市② （九州・沖縄２） 東体育館
5） 11月17日 （日） 大阪市① （近畿１） 大阪武術太極拳トレーニングセンター
6） 11月20日 （水） 大阪市② （近畿２） 大阪武術太極拳トレーニングセンター
7） 11月22日 （金） 大阪市③ （近畿３） 大阪武術太極拳トレーニングセンター
8）

11月24日 （日）
東京都② （南関東２） 日本連盟トレーニングセンター

9） 名古屋市 （東海・北陸） 愛知県武道館
10） 大阪市④ （近畿４） 大阪武術太極拳トレーニングセンター
11） 12月１日 （日） 岡山市 （中国） 岡山市総合文化体育館 サブアリーナ
12） 高松市 （四国） 高松市総合体育館
13） 12月８日 （日） 東京都③ （南関東３） 日本連盟トレーニングセンター
14） 12月22日 （日） 埼玉県蓮田市 （南関東４） 蓮田市総合市民体育館




