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平成30年度 熊本県弓道連盟行事予定表
熊本県弓道連盟行事
月

日

曜 行事名

2月15日訂正

4月1日

日 熊本審査

四段まで（９：２０開始）

4月7日

土 【教錬士会行事】教錬士会総会並びに弓道大会

別途 八代

4月8日

日 山鹿審査

四段まで（９：２０開始）

3/29 鹿北

4月8日

日 球磨審査

四段まで（９：２０開始）

3/29 人吉

四 4月15日 日 国体選手決定 成年男女（９：２０開始）

4/5

南部

別途 植木

4月22日 日 天草審査

四段まで（９：２０開始）

4/12 本渡

4月22日 日 玉名審査

四段まで（９：２０開始）

4/12 玉名 4月22日水俣近県弓道大会(水俣市)

4月21日熊本市内大会（高校)（植木）
4月22日大津つつじ祭弓道大会（大津）

4月22日 日 公認資格認定講習会（９：２０開始）

別途 南部

第19回熊本県中学生弓道選手権大会兼
4月29日 日
全日本少年武道練成（弓道）大会県予選

別途 植木

5月11日 金 ねんりんぴっく大会県予選

別途 水前寺 5月

5月13日 日 第2回都道府県対抗弓道大会県予選 （９：２０開

5/3

南部 5月6日イチゴ祭大会(横島町)

5/3

八代

始）

5月20日 日 錬士受審者講習会

5/10 植木

5月20日 日 県内女子講習会

5/10 南部

5月27日 日 熊本県弓道選手権大会

5/17 南部

4月24～25日世界弓道大会(東京)

4月29日おどんな日本一高校生弓道大会（人
吉）

日お城祭り道大会流鏑舟（人吉）

5月3･4日第69回全日本弓道大会(京都)
5月5･6日【京都】定期中央審査

5月26日植木スイカ大会(植木)
6月1～3日第64回全日本勤労者弓道選手権大会
（水戸市）

6月1日

金

6月2日

土 高等学校総合体育大会

6月3日

日

別途 植木 6月2日お茶祭り弓道大会(鹿北町)
6月3日荒尾市杯（荒尾市）

第45回熊本県中学生大会兼
六 6月10日 日
九州中学生弓道大会県予選
月

4月 日さくら祭大会(水上村)
4月1日天草さくら祭弓道大会(本渡)

4月15日 日 第51回熊本県学校教職員弓道大会

五 5月13日 日 八代審査 四段まで（９：２０開始）

九州連合会関連行事
全日本弓道連盟関連行事

3/18 南部 3月31日菊池さくら祭弓道大会(菊池)

月

月

支部行事関連

〆切 会場

6月10日【九州】錬士臨時中央審査（植木）

別途 南部 6月10日牛深親善弓道大会（牛深市）

6月17日 日 国体少年男女決定

別途 南部

6月16～17日九州地区指導者講習会（大分市）

6月17日 日 熊本審査

6/3 水前寺

6月16～17日指導者育成講習会（島原市）

6月24日 日 県下教士講習会

6/14 南部

6月23～24日全国大学弓道選抜大会（中央道場）

6月24日 日 学校指導者・外部指導者講習会

別途 植木

6月24日【佐賀】九州地区連合審査(五段)

6月30日 土 【教錬士会行事】教錬士会研修会

別途 八代

7月1日

日 【教錬士会行事】教錬士会研修会

別途 八代

7月8日

第24回熊本県遠的大会兼
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

6/28 南部 7月９日第8回教職員ＯＢ弓道大会（北岡）

7月6～7日【仙台】定期中央審査
7月7～8日全九州高等学校弓道大会（那覇市）

別途 植木

7月15日第57回全九州教職員弓道大会（佐賀市）

7/5 各支部

7月16日全日本少年少女武道【弓道】錬成大会

四段まで（９：２０開始）

7月14日 土 高等学校主将等講習会（北部）（９：２０開始）
地区伝達講習会
山鹿(山鹿支部)
七 7月15日 日
八代（八代・芦北・宇土・宇城・上益城支部)
7月21日 土 熊本県中学校総合体育大会弓道大会

月

地区伝達講習会
7月22日 日
7月24日 火
7月25日 水

菊池(菊池・阿蘇支部)
玉名（玉名支部）
人吉(球磨支部)

中学生強化事業

7月29日 日 阿蘇審査

7月21～22日九州地区学校弓道指導者講習会・審査
(熊本市：南部)

7/12 各支部

7月28日第1回九州連合役員会（熊本市）

別途

四段まで（９：２０開始）

8月2日～5日
全国高等学校総合体育大会（袋井市：静岡）

8月18日 土 高等学校主将等講習会（南部地区）（９：２０開始）

別途 八代 8月16日山鹿灯籠祭弓道大会(山鹿市)

8月4日第1回地連運営懇談会（福岡市）
8月5日第39回九州中学生弓道大会（福岡市）

8月19日 日 熊本審査

8/7

日

本渡(天草支部)
南部（熊本支部）

7月28～29日九州弓道選手権大会（植木）

7/19 阿蘇
7/26 各支部 8月5日ひとよし弓道大会（人吉）

8月5日

地区伝達講習会

別途 荒尾 7月16日玉名市杯弓道大会(玉名市)

八
四段まで（９：２０開始）

南部

月

8月19日宇土市地蔵祭弓道大会(宇土市)
8月19日阿蘇火の国祭り大会(阿蘇市)

8月10～11日全日本教職員弓道選手権大会
8月12日教職員特別審査（新潟市）

8月19日 日 第26回県下高校ＯＢ弓道大会

別途 植木

8月18～19日第15回全国中学生弓道大会

8月25日 土 中学生主将等講習会（9:20開始）

8月25日大津地蔵祭高校生大会（大津）
別途 南部
8月26日玉名中高生弓道大会(玉名市)

8月18～19日国体第38回九州ブロック大会
(鹿屋市）

9月9日

8/30 山鹿

9月1～2日【福岡】定期中央審査

日 山鹿審査

四段まで（９：２０開始）

9月15日 土 第73回熊本県民体育祭
近的：２８ｍ
九 9月16日 日
9月23日 日 球磨審査

9月9日【熊本】九州地区連合審査(五段)(植木)
遠的：50ｍ

四段まで（９：２０開始）

月 9月23日 日 天草審査 四段まで（９：２０開始）
9月23日 日 玉名審査

四段まで（９：２０開始）

9月30日 日 受審者講習会(参段～六段・錬士受有者)

別途 南部
9月14～16日全日本男子弓道選手権大会(中央道場)
9/13 人吉 9月22日山鹿市中高生弓道大会(山鹿市)

9月16～18日全日本女子弓道選手権大会(中央道場)

9/13 本渡
9/13 玉名
9/20 南部

9月30～10月3日国民体育大会弓道競技会(敦賀市)

（2／2）

平成30年度 熊本県弓道連盟行事予定表
熊本県弓道連盟行事
月

日

曜 行事名

支部行事関連

〆切 会場

10月7日 日 県下女子弓道大会（９：２０開始）
10月13日 土

2月15日訂正

9/27 南部 10月7日荒尾遠的大会(荒尾市)

10月14日 日 第34回支部対抗弓道大会（９：２０開始）

別途 植木
10月14日三角みかん弓道大会(三角)

10月
【教錬士会行事】教錬士講習会

日長洲町杯弓道大会（長洲町）

別途 南部

10月19～21日第69回全日本弓道遠的選手権大会
(金沢市）

10月21日 日

四段まで（９：２０開始）

日 土 熊本県武道祭（担当

10/14 南部

宇土支部）

十 11月11日 日 八代審査 四段まで（９：２０開始）
一 11月17日 土
第37回全国高等学校弓道選抜大会県予選

10月12～14日全日本実業団大会(中央道場)

別途 南部 10月8日合志市杯弓道大会（合志市）

月 10月20日 土

11月

9月30～10月3日国民体育大会弓道競技会(敦賀市)
10月5～7日中央研修会

高等学校弓道大会兼

十 10月14日 日 九州新人選手権大会県予選

10月28日 日 熊本審査

九州連合会関連行事
全日本弓道連盟関連行事

10月28日山都町もみじ祭り(山都町)

武道館 11月3日熊本市杯弓道大会（南部）

11/1 八代 11月4日本渡の市弓道大会(本渡)

10月27～28日四・五段受有者講習会（植木）
11月3日明治神宮奉納全国弓道大会（中央道場）
11月3～4日第26回九州高校弓道新人選手権大会
(都城市）
11月3～6日ねんりんピック富山大会(射水市)
11月4～6日【東京】定期中央審査(中央道場)
11月17～18日九州各県対抗弓道大会（都城市）

別途 植木

月 11月18日 日
11月18日 日 第26回熊本県中学生新人弓道大会

11月22日第2回九州連合役員会（鹿児島市）
11月23日第64回西日本弓道大会（鹿児島市）

別途 南部

11月24日都道府県対抗弓道大会(日本武道館)
11月24～25日【九州】臨時中央審査（鹿児島市）
熊本
12月2日芦北弓道大会（芦北町）
テルサ

12月8日 土 受賞・昇段昇格祝賀会（18:00開会）

十
二 12月9日 日 熊本審査 四段まで（９：２０開始）
月 12月15日 土 常任理事会(9:00～)および
支部長会議(13:00～）

平 1月6日 日 先師祭並びに射初め大会（国体一次選考）
（担当：菊池、山鹿、八代）
成
三 1月13日 日 特別指導者講習会
十
一 1月27日 日 第64回熊本県知事賞争奪弓道大会
（国体一次選考）（担当：玉名、天草、熊本）
年
一
月

-

未定

12/27 南部

1/3

植木

1/21 南部

2月2日

土 第31回高等学校１年生弓道大会

別途 植木

2月3日

日 熊本審査

1/20 南部

四段まで（９：２０開始）

二
月 2月10日 日 第1回高等学校遠的弓道大会

2月24日 日 県連評議委員会１３：００～
第20回全日本弓道連盟会長盾争奪弓道団体戦兼全
3月10日 日 日本勤労者選手権大会県予選
(国体一次選考)（担当：宇土、宇城、上益城）
三

月

別途 南部

2月9～11日【名古屋】定期中央審査

未定 2月17日八代ばんぺいゆ弓道大会（八代市）

3月2日第2回地連運営懇談会（福岡市）
3月3日第56回西日本女子弓道大会（博多の森）
3月10日【福岡】九州地区連合審査(五段)

2/24 南部
3月21日八代市杯弓道大会(学生)

3月

日 日 県古武道祭

12月2日【大分】九州地区連合審査(五段)
12月22～23日【東京】特別臨時中央審査
(中央道場)
12月22～24日全国高等学校弓道選抜大会
（岡山市）

11/25 南部

武道館 3月24日宇城市デコポン弓道大会

(不知火)

3月23日第3回九州連合役員会
3月25日【都城】特別臨時中央審査

【申し込み先】下記の通り 【申込期限】熊本審査は１４日前、その他は１０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 〒861-4101 熊本市南区近見３丁目１４－５６ ℡ 090-4999-9306 奥田 芳之 FAX 096-356-5130(E-mail:joyfulokuda@gmail.com)
【審査料振込先：
ゆうちょ銀行振替口座 ０１７６０-６-５３９７２ 熊本県弓道連盟】 (送金手数料差引可：金額を余白に記入のこと)
八代審査 〒866-0896 八代市日置町２９８
℡ 0965-33-5220 西田 昌博
山鹿審査 〒861-0601 山鹿市鹿北町四丁１３４１
℡ 090-1087-1602 古川信義
阿蘇審査 〒869-2401 南小国町赤馬場２３０３
℡ 0967-42-0073 橋本和香美
菊池・大津審査 〒861-1113 合志市栄２９４－１
Tel 090-3079-6631 古荘 一也
天草審査 〒863-0043 天草市亀場町亀川123-39
℡0969-22-2711
山下 和夫
玉名審査 〒869-0238 玉名市岱明町開田２５１－４
℡ 0968-57-0679 間部 光矢
球磨審査 〒869-6403 球磨村一勝地甲１０３
℡ 090-4512-5125 宮本宣彦
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）
高校ＯＢ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 〒862-0941 熊本市東区出水４丁目１７－１９－２ ℡ 090-4345-4269 荒木 英幸 FAX 096-364-3287(E-mail:hd5.ark@nifty.com)
【その他注意事項】
①先師祭・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（高専、大学の学生も） 熊本県に住民票があるもの の、上記３大会並びに国体決定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の記載をお願いします。（例：１９０７０２３）
・審査申込書は県内審査用のＡ４様式(H28.3.31作成)をご使用下さい。審査用紙は各自でコピーして使用も可能です。ただし記載は自筆・捺印が
必要です。（電子ファイルが必要な方は事務局まで連絡をお願いします。）
・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。(申込書にはＩＤを、必ず記入してください)
・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を、必ず記入してください。)（例：１９０７０２３）県外受審の審査用紙が変わりました注意してください。
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して下さい。(熊本審査は振り込み) ・申込責任者は審査申込集計表の提出をお願いします。
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。
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：金額を余白に記入のこと)
熊本県弓道連盟事務局のE-MAIL kumamotoken@kyudo.jp 問い合わせ 先：児玉 龍二 090-9575-4174

