令和４年度 熊本県弓道連盟行事予定表 (案)
熊本県弓道連盟行事
月

四

月

五

日

曜 行事名

令和４年３月７日

4月2日

土 【教錬士会行事】教錬士会総会並びに弓道大会

別途 南部

4月3日

日 熊本審査

四段まで（９：３０開始）

3/20 南部 4月3日天草さくら祭弓道大会(本渡) 中止

4月10日 日 山鹿審査

四段まで（９：３０開始）

3/27 鹿北

4月10日 日 球磨審査

四段まで（９：３０開始）

3/27 人吉

4月17日 日 第５５回熊本県学校教職員弓道大会及び総会

別途 植木

4月17日 日 天草審査

四段まで（９：３０開始）

4/3

本渡 4月 日大津つつじ祭弓道大会（大津） 中止

4月17日 日 玉名審査

四段まで（９：３０開始）

4/3

玉名

4月24日 日 公認資格認定講習会（９：３０開始）

別途 南部 4月

第23回熊本県中学生弓道選手権大会兼
4月29日 金
全日本少年武道練成（弓道）大会県予選

別途 植木 4月 日 水俣近県弓道大会(水俣市)

5月8日

日 八代審査

4/24 八代 5月1日おどんな日本一高校生弓道大会（八代） 5月2･3日 第67回全日本弓道大会(京都)

5月8日

日 国体選手選考会

四段まで（９：３０開始）
成年・少年男女（９：３０開始）

5月10日 火 シルバースポーツ交流大会

月 5月15日 日 県内女子講習会

月

七

6月3日

金

6月4日

土 高等学校総合体育大会

6月5日

日

日熊本市内大会（高校)（植木）

別途 南部

5月4･5日【京都】定期中央審査

別途 植木 5月8日荒尾市杯（荒尾市）

5月6日【近畿】錬士臨時中央審査（京都）

5/5

5月22日 日 熊本県弓道選手権大会

六

九州連合会関連行事
全日本弓道連盟関連行事

支部行事関連

〆切 会場

（1／2）

北岡

5月 日植木スイカ大会(植木)
5/12 植木
5月29日玉名市杯(玉名市)

中止

別途 植木

６月11～12日 全日本勤労者弓道選手権大会
（中央道場）

第49回熊本県中学生大会兼
6月12日 日
九州中学生弓道大会県予選

別途 植木 6月5日 お茶祭り弓道大会(鹿北町)

6月12日【大分】九州地区連合審査(五段)

6月19日 日 国体少年男女決定（予備日）

別途 南部

6月18日～19日地区指導者講習会（佐賀）

6月26日 日 学校指導者・外部指導者講習会

別途 水前寺

6月26日 日 県下教士講習会

6/16 北岡

7月2日

土

7月3日

日

【教錬士会行事】教錬士会研修会

6月２５～２６日全国大学弓道選抜大会(中央道場)

別途 八代
7月2～3日全九州高等学校弓道大会（福岡市）

第28回熊本県遠的大会兼
7月10日 日 全日本弓道遠的選手権大会県予選
（担当：球磨・芦北・阿蘇） ７９ｃｍ的を使用

6/30 南部

7月16日 土 熊本県中学校総合体育大会弓道大会

別途 荒尾

7月１6～17日指導者育成講習会・学校弓道指導者講習会
（鹿児島）

地区伝達講習会
7月17日 日

7/7 各支部

7月１6～18日【仙台】定期中央審査会
7月18日全日本少年少女弓道錬成大会(日本武道館)

本渡(天草支部)
人吉（球磨支部）

7月17日 日 高等学校主将等講習会（前期）（９：３０開始）

別途 植木

7月24日 日 錬士受審者講習会

7/14 植木

月 7月24日 日 地区伝達講習会 阿蘇(菊池・阿蘇支部)
玉名（玉名支部）
7月26日 火
7月27日 水
7月30日 土

7/14 各支部

中学生強化事業

別途

九州弓道選手権大会(連合会行事)

別途 植木

地区伝達講習会
山鹿(山鹿支部)
八代（八代・芦北・宇土・宇城・上益城支部）
水前寺(熊本支部)

7/28 各支部

第1回九州連合役員会（熊本市）

7月31日 日

八

8月7日

日

8月7日

日 第43回九州中学生弓道大会(連合会行事)

8月20日 土

九

月

別途 植木

8月14日 日

月 8月21日 日

8月6日第1回地連運営懇談会（熊本市）
8月6～9日全国高等学校総合体育大会（徳島市）

8月16日山鹿灯籠祭弓道大会(山鹿市)

国体第42回九州ブロック大会

別途 南部

8月21日 日 第30回県下高校ＯＢＯＧ弓道大会

8月 日玉名中高生弓道大会(玉名市)
別途 植木 8月21日ひとよし弓道大会（人吉）
8月21日阿蘇火の山祭り大会(阿蘇市)

8月27日 土 中学生主将等講習会（９：３０開始）

別途 北岡

8月27日 土 高等学校主将等講習会（後期）（９：３０開始）

別途 南部 8月

9月4日

日 熊本審査

8/7

9月4日

日 菊地・阿蘇審査

四段まで（９：３０開始）
四段まで（９：３０開始）

8月11～12日第53回全日本教職員弓道選手権大会
8月13日教職員特別臨時中央審査（佐賀市）
8月13～14日第17回全国中学生弓道大会(名古屋市)

植木

日大津地蔵祭高校生大会（大津）
9月2～3日【福岡】定期中央審査会(福岡市)
9月4日【九州地区】錬士臨時中央審査会(福岡市)

8/21 大津

9月11日 日 山鹿審査

四段まで（９：３０開始）

8/28 山鹿

9月11日 日 球磨審査

四段まで（９：３０開始）

8/28 人吉

9月17日 土 第77回熊本県民体育祭（芦北）
近的：２８ｍ
遠的：５０ｍ
9月18日 日

別途

9月25日 日 天草審査

四段まで（９：３０開始）

9/11 本渡

9月25日 日 玉名審査

四段まで（９：３０開始）

9/11 玉名

9月10～13日国民体育大会弓道競技会(宇都宮
市)
9月18日【福岡】九州地区連合審査(五段)

令和４年度 熊本県弓道連盟行事予定表 (案)
熊本県弓道連盟行事
月

十

日

曜 行事名

令和４年３月７日

10月2日 日 県下女子弓道大会（９：３０開始）

9/22 北岡

10月8日 土 高等学校弓道大会兼
九州新人選手権大会県予選
10月9日 日

別途 植木

10月9日 日 受審者講習会(参段～六段・錬士受有者)

9/29 南部

10月15日 土

【教錬士会行事】教錬士講習会

別途 植木

四・五段受有者講習会(連合会行事)

九州連合会関連行事
全日本弓道連盟関連行事
10月1～2日全日本弓道選手権大会(伊勢市)

10月9日 荒尾遠的大会(荒尾市)

10月7～9日 全日本実業団大会(伊勢市)

10月16日 長洲町杯（長洲町）
10月

10月16日 日

月 10月22日 土

支部行事関連

〆切 会場

（2／2）

日

山都町もみじ祭り(山都町)

別途 植木

10月23日 日
10月23日 日 熊本審査

四段まで（９：３０開始）

10/9 南部

10月30日 日 第38回支部対抗弓道大会（９：３０開始）

別途 南部

11月6日 日 八代審査

10/23

四段まで（９：３０開始）

十 11月12日 土 熊本県武道祭（担当 葦北支部）
一

八代 11月6日

日 合志市杯（合志市）

別途 植木

11月19日第２回九州連合役員会（福岡市）
11月20日第68回西日本弓道大会（福岡市）

11月13日 日
11月20日 日 第30回熊本県中学生新人弓道大会

別途 南部

十 12月10日 土 受賞・昇段昇格祝賀会（18:00開会）
二 12月11日 日 熊本審査 四段まで（９：３０開始）

11/27

水前寺
北岡

-

未定

12/29

南部

審査委員研修会

1/5

植木

第36回高等学校１年生弓道大会

別途 植木

第68回熊本県知事賞争奪弓道大会
（国体一次選考）（担当：宇土、宇城、上益城）

1/21 南部

月 12月17日 土 常任理事会(9:00～)および
支部長会議(13:00～）

令
和 1月8日 日
五
年 1月15日 日
一
1月28日 土
月
2月5日

日

先師祭並びに射初め大会（国体一次選考）
（担当：菊池、熊本、葦北）

二
2月12日 日 熊本審査 四段まで（９：３０開始）
月
2月26日 日 県連評議委員会１３：００～
3月5日

メルパルク

日 第4回高等学校遠的弓道大会

1/29

11月21～22日【九州】臨時中央審査（福岡市）
12月4日

芦北弓道大会（芦北町）

2月3～4日【名古屋】定期中央審査会

３月４日第２回地連運営懇談会（福岡市）
３月５日第60回西日本女子弓道大会（博多の森）

別途 南部

(不知火)

武道館

2月11～12日九州女子教士会研修会(南部)
2月17～19日中央研修会(中央道場)
2月17～19日全国弓道指導者研修会(千葉県勝浦市)

未定

第24回全日本弓道連盟会長盾争奪弓道団体戦兼全日本勤
3月21日 八代市杯(学生)
三
3月12日 日 労者選手権大会県予選
2/21 南部 3月 日 宇城市デコポン弓道大会
月
3月19日 日 県古武道演武大会

12月4日【鹿児島】九州地区連合審査(五段)

12月23～25日全国高等学校弓道選抜大会
（熊本市）

水前寺
2月12日八代ばんぺいゆ弓道大会（八代市）
北岡

(国体一次選考)（担当：菊池、八代、球磨）

11月5～6日 九州各県対抗弓道大会(佐賀市)
11月3日明治神宮奉納全国弓道大会（明治神宮）
11月4～6日【東京】定期中央審査会
11月12～15日ねんりんピックかながわ大会
(秦野市)

11月
第41回全国高等学校弓道選抜大会県予選

本渡の市弓道大会(本渡)

武道館

11月12日 土

月

10月29～30日第73回全日本弓道遠的選手権
大会(中央道場）
10月29～30日第29回九州高校弓道新人選手
権大会(多久市）

3月12日【佐賀】九州地区連合審査(五段)
3月16～18日錬士号取得特別講習会(中央道場)
3月16～18日教士号取得特別講習会(中央道場)
3月25日第３回九州連合役員会（都城市）
3月27日【都城】特別臨時中央審査会

【申し込み先】下記の通り 【申込期限】熊本審査・その他審査も１４日前、全日本弓道連盟主催・全九州連合会主催行事は実施要綱参照
熊本審査 〒865-0072 玉名市横島町横島5195
℡ 090-8763-1488 中野 光昭 (E-mail:sweet_strawberry@himawarinet.ne.jp)
【 審査料の振込先： ゆうちょ銀行振替口座 ０１７６０-６-５３９７２ 熊本県弓道連盟 】 (県内審査は送金手数料差引可：手数料金額を余白に記入のこと )
※注1．受審会場を必ず記入のこと。 ※注2．領収書(ｺﾋﾟｰ)を申込書に添付すること。 ※注3．ATM振込の場合は、振込依頼者名を「会場、申込者名(集計表団体名)」に変更すること。

八代審査 〒866-0896 八代市日置町２９８
℡ 090-8404-4003 西田 昌博
山鹿審査 〒861-0511 山鹿市熊入町９４６
℡ 090-4989-4532 池田 光康
阿蘇審査 〒869-2401 南小国町赤馬場２３０３
℡ 090-5727-6611 橋本和香美
菊池・大津審査 〒869-1101 菊陽町津久礼3029-29
℡ 090-4984-4811 太田 清春
天草審査 〒863-0046 天草市亀場町食場137-1
℡ 090-3798-5210 尾崎 修二
玉名審査 〒865-0072 玉名市横島町横島10390
℡ 090-4581-9410 竹本 雄一
球磨審査 〒868-0077 人吉市下戸越町1676-1
℡ 090-2719-1805 東
勝信
ねんりんぴっく〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町３－７
さわやか長寿財団（実施要綱参照・会員は県弓連事務局への申し込み可）
高校ＯＢ・ＯＧ大会 〒862-8676 熊本市熊本市中央区大江5-2-1 ℡ 090-8839-6303 坂田 孝（九州学院高校内）
上記以外 〒869-1112 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1-16-19 ℡ 090-9575-4174 児玉 龍二 FAX 096-338-9226(E-mail:rk2728@bronze.ocn.ne.jp)
【その他注意事項】
①先師祭射初め大会・熊本県賞争奪弓道大会・全日本弓道連盟会長盾争奪弓道団体戦兼全日本勤労者選手権大会県予選の３大会は国体一次予選を兼ねる。
高校３年生で卒業後県内に残る方（熊本県に住民票がある高専、大学の学生も含む）は、上記３大会並びに国体選手候補決定大会への参加を歓迎します。
②・各種大会および審査では会員ＩＤ(７桁)の記載をお願いします。（例：１９０７０２３）
・自分の会員ＩＤが不明の場合は支部長、顧問の先生、もしくは県連事務局までお問合せ下さい。
・支部長、顧問の先生におかれましては記載漏れの無いように確認をお願いします。
③審査申込について以下の点に注意してください。(申込書にはＩＤ[７桁]を、必ず記入してください。)県外受審の審査用紙は全弓連のホームページから最新分を！
・審査申込書は県内審査用の最新版(Ａ４様式)をご使用下さい。審査用紙は各自でコピーして下さい。ただし記入は自筆・捺印が必要です。
（電子ファイルが必要な方は県弓連のブログから入手してください。）
・審査申込書の＜年齢＞：審査当日の年齢
・会費未納の場合は受審できません。（審査当日までに納入して下さい。）
・審査料は必ず審査申込書に同封(書留)または遅滞なく郵貯振込(審査会場明記)して下さい。
・団体申込責任者は審査申込集計表(ブログ掲載)の添付をお願いします。
・審査集合時間を分散し、各支部長へメールで通知しますと共に、県連のブログに掲載します。指示された段位毎の集合時間に道場へおいでください。
・学科試験は、提示課題のレポート提出を継続します。
・１２月と２月の熊本審査は、申込者数により２会場での実施となります。受審者の振分け等も各支部長へのメールおよび県連のブログに掲載します。
・審査終了後、集合班別に発表しますと共に登録料の徴収を実施します。登録料の準備をお願いします。
④システムへの会員登録について
全日本弓道連盟党等への会員人口調査等の基礎資料としますので会費未納の方についてシステム上は休会扱いとします。
会費未納の場合は県連主催の行事・審査等には原則として参加できませんのでご注意下さい。
＜一般＞ ３月末までに県連会費未納の方については休会扱いとします（免除者は除く）。それ以降も随時受け付け致します。
＜学生＞ 中学校・高校においては５月末までに弓道部員名簿の提出をお願いします。大学生は５月頃、各大学に案内文を送ります。
それ以降、入部された部員については随時受け付け致します。
【県連会費等振込先 ： ゆうちょ銀行振替口座 ０１７４０-５-９４６８８ 熊本県弓道連盟】 (送金手数料差引可：手数料金額を余白に記入のこと)
※県連会計 〒861-0555 山鹿市小群635-13
℡ 090-4983-5340 槻木 裕之 (E-mail:q-hthukigi@tekki.co.jp)
熊本県弓道連盟事務局のE-MAIL kumamotoken@kyudo.jp 問い合わせ先：山本 高司 090-3608-2444

