
１．昇段審査

R５年 　５月　７日 （日） 13時 R５年 　４月 ２８日 （金）

　７月１６日 （日） 13時 　７月 　７日 （金）

　９月　３日 （日） 13時 　８月 ２５日 （金）

１０月２９日 （日） 13時 １０月 ２０日 （金）

R６年 　２月１１日 （日） 13時 R６年 　２月 　２日 （金）

２．月次試合 　（月次申込書に記入し、東部事務局へ申し込む）

R５年 　６月　１１日 （日） 13時 R５年 　６月 　２日 （金）

　８月　６日 （日） 13時 　７月 ２８日 （金）

１０月　８日 （日） 13時 　９月 ２９日 （金）

１２月１７日 （日） 13時 １２月 　８日 （金）

R６年 　３月１０日 （日） 13時 R６年 　３月 　１日 （金）

３．一級審査 　（一級審査申込書に記入し、東部事務局へ申し込む）

R５年 　６月　１１日 （日） 13時 R５年 　６月 　２日 （金）

　８月　６日 （日） 13時 　７月 ２８日 （金）  二、審査科目　　(一)基礎体力 (二)受身 (三)基本動作ほか

１０月　８日 （日） 13時 　９月 ２９日 （金）  三、静柔協未入会手続について（一級審査時に入会をする）

１２月１７日 （日） 13時 １２月 　８日 （金）

R６年 　３月１０日 （日） 13時 R６年 　３月 　１日 （金）

４．形講習会 （形講習会申込書に記入し、東部事務局へ申し込む）

R５年 　６月　１８日 （日） 12時 R５年 　６月 　９日 （金）

８月 １１日 （祝金） 12時 　７月 ２８日 （金）

１０月１５日 （日） 12時 １０月 　６日 （金）

R６年 　１月　７日 （日） 12時 １２月 ２２日 （金）

３月 ２０日 （祝水） 12時 R６年 　３月 　８日 （金）

５．男子三段～五段・女子二段～三段の県個人試合　（静柔協のHPより要項・申込書を印刷し、申し込む）

　　＜申込先＞静柔協HP要項のとおり　　　（封筒に「個人試合申込」と表書きをする）

R６年 　２月２５日 （日） 13時

R６年 　２月２５日 （日） 13時

６．四段以上の県中央審査会
　　

審査範囲

R５年 　５月　４日 （祝水） 10時 R５年 　４月 １０日 （月） 四・五段

　７月３０日 （日） 10時 　７月 　３日 （月） 四～六段

　10月  １日 （日） 10時 六段

７．指導者資格更新講習会

受付 開始

R５年 　６月２５日 （日）  8:30 9:00

※香陵アリーナは、新しく完成した沼津市総合体育館です。

静岡県段別柔道大会　　（男子三～五段・女子二～三段の昇段のための県個人試合）

日　　時

日　　時

（ゆうちょ銀行以外）　店名二三八　　店番２３８　　口座番号４９８５６０７　　静岡県柔道協会東部支部

香陵アリーナ

県武道館

＜申込先＞〒417-0051　富士市吉原5-4-3　柔道協会東部事務局 　髙田　徹　

＜振込先＞ゆうちょ銀行　普通預金

（ゆうちょ銀行同士）　記号１２３７０　　口座番号４９８５６０７１　　　静岡県柔道協会東部支部

香陵アリーナ

 現五段=講道館護身術=各6000円　　　　　

申込締切日

香陵アリーナ

審　査　科　目

＜申込方法＞　静柔協HPより要項・申込書をダウンロードし、県申込先に直接申込む。参加は、昇段後6ヶ月以上経過している事

 現四段=極の形=各6000円

 現二段=固の形=4000円　　　現三段＝柔の形＝5000円 　　　　　

東部申込締切日

香陵アリーナ

　　　（注）欠席の場合は、すべての議事において、委任したことといたします。

(一)形=四段-柔の形・五段-極の形・六段-護身術・七段-五の形・八段ー古式の形

（二)試合又は乱取　　(三）学科試験　　（四）六段以上は履歴書を提出　　　 　　　　　

　　　　　　　                         TEL　0545-52-1027　　　　FAX　0545-52-1747

静岡中央体育館

会　場

８．東部地区総会について

９．申込について　　　　※　締切日までに必着のこと。

　　　令和６年 ２月１１日（日）審査会終了後に開催を予定しています。東部支部役員は、必ず出席して下さい。

沼津東高校

※申込書は郵送し、参加料は振込とする。　但し、締切日（17時）までに申込先に持参できる場合は、その限りではない。

※本年、県にてC級・B級指導者養成講習会があります。　　行事予定表・県HPで確認して下さい。

審査範囲・審査科目・未入会者手続

市立沼津高校

 一、参加範囲　　現一級から現二段までの者で静柔協の会員であること

 ＊参加料は協会諸経費一覧表を参照

市立沼津高校

市立沼津高校

市立沼津高校

会　場

 ＊参加料は協会諸経費一覧表を参照市立沼津高校

市立沼津高校

審査範囲・審査科目・手続条件

市立沼津高校

会　場

市立沼津高校

市立沼津高校

※　中学生の一級審査・形申込は、１年生の９月以降からです。また、月次・審査の申込みは、２年生からです。

※　「形」の習得が済んでいないと月次・審査の申込は、できません。

※　昇段審査終了後に審議会および幹事会を開催しますので役員は、必ずお残り下さい。

市立沼津高校

　各　学校長・団体長・協会役員　様

 一､審査範囲 初段･二段･三段に昇段しようとする者で静柔協の会員であること

 二､審査科目 (一)試合又は乱取 (二)学科試験 (三)形講習会受講済みであること

令和5年度　講道館柔道昇段等に関わる試合及び講習会の開催を以下に通知します。

静岡県柔道協会東部支部幹事長　　髙田　和夫

市立沼津高校

日　　時

 　　未入会者は所定の入会願に記入の上、入会金2500円を添えて申し込むこと

申込締切日

日　　時

日　　時

日　　時

市立沼津高校

申込締切日

申込締切日

市立沼津高校

市立沼津高校  一、審査範囲　　初段に昇段しようとする者で静柔協の会員であること

会　場

　（審査申込書に記入し、東部事務局へ申し込む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市立沼津高校

 二､審査科目 (一)試合又は乱取 (二)形講習会受講済みであること

 ＊受験料は協会諸経費一覧表を参照

県協会HPを確認

申込締切日 会　場

参加範囲・手続条件

会　場

県武道館

科　目　・　受　講　料

香陵アリーナ

女子　　二・三段　３０００円

 現一級=投の形(手技･腰技･足技)=2000円   現初段＝投の形（捨身技）＝3000円 

　＜受験条件＞各段の昇段条件をすべて満たしていること。 　　　　　

 ＊現初段から現四段は形を2回受講する　　＊参加料は協会諸経費一覧表を参照　　

参　　加　　料 試合回数

三・四段　３　回　　　　五段　１回男子　三段　・　四段　・　五段　　４0００円

静岡中央体育館

　 （注２）受講により指導者資格の更新ポイントが加算されるので毎年の受講が、望ましい。3,000円

受験料 　 （注１）受講者は、受付時に受講料（３千円）を支払って下さい。

２回

 ※ 受験希望者は幹事長髙田（Eメール　kazu-o1951@hotmail.co.jp)にメールし、書類手続の説明を受ける。

(審判講習と指導者資格講習を続けて受けるとポイントが加算されます。）

東海審査は県合格後指示

※　本年度は七・八段審査は、ありません。

（注）本年度から会場と開始時間が変更になりました。

＊審判講習会９時開始・指導者講習会13時開始予定

開催日 会  場

県協会HPを確認

（五）六段以上は東海審査（形・学科）がある　＊受験料は協会諸経費一覧表を参照　　　　　　

（本年度は、六段審査だけです。）

鈴鹿市武道館


