
令和2年度 神奈川県高体連柔道専門部 行事予定表
各種大会

大 会 名 種別 期 日 会場 申込締切日 団体の部 公開抽選会

第68回 個人 4月25日（土） 東海大学付属相模高等学校

関東高等学校柔道大会 県立武道館 4月 7日（火） 4月15日（水）
神奈川県 予選会 団体 5月 2日（土） 16:30～

第58回 神奈川県高等学校体育大会 兼 5月 9日（土） 東海大学付属相模高等学校
令和2年度 全国高等学校総合体育大会 個人 県立武道館 4月20日（月） 5月20日（水）

柔道競技大会 神奈川県 予選会 5月17日（日） 15:00～
第69回 全国高等学校総合体育大会

柔道競技 神奈川県 予選会 団体 6月13日（土） 県立武道館 5月11日（月）

第75回

国民体育大会柔道競技 少年男子の部 男子個人 6月20日（土） 県立武道館 6月 1日（月）
神奈川県 予選会

令和2年度 男子団体 東海大学付属相模高等学校

神奈川県高等学校 11月14日（土） 県立武道館 10月26日（月） 11月 4日（水）
柔道新人大会 女子個人 15:00～

第43回 個人 1月16日（土） 東海大学付属相模高等学校

全国高等学校柔道選手権大会 県立武道館 11月30日（月） 12月 9日（水）
神奈川県 予選会 団体 1月23日（土） 15:00～

第50回
全国高等学校定通柔道大会 団体・個人 5月24日（日）

神奈川県 予選会
県立武道館 申し込みは別になります。

第16回
神奈川県高等学校定通制 団体・個人 11月 3日（火・祝）

秋季大会

※原則として申し込み開始は締切日の8日前とする。ただし、関東大会個人の部は4/1からとする

関東・全国大会

大 会 名 期 日 会場 備考（本大会出場者）

第68回 5月29日(金）～ 31日(日) 神奈川県 団体の部 :男子上位校10校・女子上位6校

関東高等学校柔道大会 個人の部: 男子・女子 各階級上位2名

全国高等学校総合体育大会 柔道競技大会 8月 5日(水) ～ 9日(日) 兵庫県 団体の部: 男子・女子 各優勝校
第69回 全国高等学校柔道競技 個人の部: 男子・女子 各階級優勝者

第75回 国民体育大会 10月10日(土) ～ 12日(月) 鹿児島県 男子・女子各階級は選抜選手で構成す
男子少年の部 女子の部 る。

第43回 3月19日(金) ～ 20日(土) 東京都 団体の部: 男子・女子 各優勝校
全国高等学校柔道選手権大会 個人の部: 男子・女子 各階級優勝者

第50回 全国高等学校 9月20日(日) 東京都 男子団体の部は神奈川県 予選会個人の
定時制・通信制 柔道大会 部上位7名で構成する。

男子個人の部：有段の部各階級優勝者
女子個人の部:各階級優勝者

地区大会 諸会議・練習会等
地区 会 議

個人 団体 等 期日 会場 備考
委員長（学校名） 練習会

川崎 7月12日（日） 顧問会議 4月15日(水) 東海大学付属 安全指導
14:30～ 相模高等学校 審判

小林幹幸(桐光学園) 会場：桐光学園高等学校 講習会 等

横浜 9月20日（日） 9月21日（月･祝） 柔道 2月 7日(日) 県立 授業
講習会 23日(火祝) 武道館 経験者

山下晃生(横浜) 会場：浅野高等学校
強化普及 8月20日(木) 東海大学付属 対象

横三 9月6日（日） 総体 練習会 相模高等学校 全加盟校

濵名淳(横須賀学院) 会場:横須賀学院高等学校 顧問総会 3月10日(水) 東海大学付属
14:00～ 相模高等学校

湘南 11月7日（土）
競技会案内 3月10日(水) 東海大学付属 競技会案内

大塩隆司(慶應藤沢) 会場：藤嶺学園藤沢高等学校 説明会 15:00～ 相模高等学校 (冊子)配付

西相 11月22日（日） 10月4日（日）

中島慎二(立花学園) 会場：平塚総合体育館

北相 10月24日（土）

中野一(県弥栄) 会場:東海大学付属相模高等学校

県柔道連盟予定 詳しくは神奈川県柔道連盟ＨＰをご覧下さい。 常任委員会

昇段審査期日 その他 期日 内容 会場

4月 5日（日） 12三笠艦記念ひのまるキッズ 19皇后杯 4月 8日（水） 関東個人組合せ

5月 3日（日・祝） 5春季審判講習会 10春季大会 23春季指導者講習会 15日（水） 関東団体抽選・講習会 等

6月21日（日） 14県形競技大会 28国体関東ブロック大会 5月 1日（金） 総体個人組合せ

7月19日（日） 5全日本ジュニア関東地区予選 20日（水） 総体団体抽選
東海大学付属

8月10日（月・祝) 30全国小学生学年別大会 6月10日（水） 国体組合せ 相模高等学校

9月20日（日） 12･13全日本ジュニア 22allかながわ市町村対抗大会 27秋季大会 11月 4日（水） 新人大会抽選

10月25日（日） 4秋季審判講習会 10秋季指導者講習会 12月 9日（水） 選手権個人組合せ団体抽選

11月15日（日） 29五地区大会 1月27日（水） 次年度予定等

12月20日（日） 3月10日（水） 顧問総会・要項説明会準備

1月11日（月・祝） 17全日本選手権県予選 ※開会時間は14:00とする。ただし、
4/15は13:30・3/10は13:00とす

2月14日（日） る。

3月21日（日） 27･28近代柔道杯全国中学校大会

神奈川県柔道連盟主催大会 会場：県立武道館

大会名 種 別 期 日 備 考

申込書・別途の個票・参加料を添えて
春季柔道大会 オープン参加 5月10日（日）

直接に県柔道連盟に申し込むこと。

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 男子は指定選手 5/17に指定選手を決定する。オープン
6月 6日（土）

関東地区予選会 神奈川県予選会（男･女子） 女子はオープン参加 参加の申し込みは5/18までに行う。

申込書・別途の個票・参加料を添えて
秋季柔道大会 オープン参加 9月27日（日）

直接に県柔道連盟に申し込むこと。


