
印刷日 平成24年5月13日 平成24年4月30日　　広島県弓道連盟

 

 日 行　　　事　　　名 会　　場 日 行　　　事　　　名 会　　場 日 行　　　事　　　名 会　　場

4 14.15 広島県高校選手権兼中国大会予選兼国体１次 県体育館 7 中国地域連合審査　四・五段 大田 21 千代田弓道場築記念遠・近的大会 千代田

広島県教職員弓道選手権 7.8 中国地域範教錬士研修会及び弓道大会 大田 21.22 福山市講習会 福山市営

15 広島県勤労者弓道大会（３人団体） 福山市営 13～15 アジア･オセアニア地域セミナー 名古屋 28 尾三地区高校総合体育大会 三原ﾘｰｼﾞ

兼国体選手選考会　9:00～ ? 第45回中国学生弓道競技大会 ? 28.29 福山地区高校総合体育大会（春季大会） 福山市営

 21 広島県高校弓道選手権（遠的）国体２次 呉市遠的 29 ﾊﾉｰﾊﾞｰ・護国神社・ねんりんピック予選 県体育館

兼第21回広島県遠的選手権（少年の部） 29 呉市民体育弓道大会及び総会 呉市遠近

兼知事盾争奪戦 30 広島市弓道連盟総会  13時30分～ 県体育館

30 広島県弓道連盟総会  9:00～(会議室) 県体育館 5 三原市弓連弓道教室毎週木曜７月28日まで 三原ﾘｰｼﾞ

5 4.5 定期中央審査(4日七段･教士､5日六･八段) 京都 2.3 第63回全日本弓道大会(2日範･錬士､3日教士･有段者) 京都 1 住吉大社奉納全国遠的弓道大会 住吉大社

6 「近畿」錬士臨時中央審査 京都 10 諮問委員会・審議会 東京 6 広島地区高校弓道大会 県体育館

13 第一回定期地方審査　(級位･段位) 県体育館 12.13 「学生」特別臨時審査 中央道場 12 広島市弓道教室(初心者)9月8日まで10回 県体育館

26.27 「東海」臨時中央審査 岐阜市 19.20 地区指導者講習会（中国地区） 県体育館 12 呉地区高校総合体育大会 市立呉

25.26 第55回西日本学生弓道選手権大会 岡山市 20 ばら祭協賛福山弓道大会※ 福山市営

27 全日本選手権広島県予選会 山口 27 広島市弓道連盟遠的選手権 千代田

　 　

6 2 第23回広島県シニア総合ｽﾎﾟｰﾂ大会 呉市近的 8～10 第59回全国勤労者弓道選手権大会 小金井市 2 福山市弓道教室開講　8月4日まで10回 福山市営

2.3 広島県高校総合体育大会（近的）兼国体３次 県体育館 22～24 第55回中国高校弓道選手権大会 米子 17 広島市錬成大会 県体育館

3 全日本遠的選手権広島県予選会(的中制） 呉市遠的 23 第50回中国教職員弓道選手権大会 米子 24 第29回広島県実業団弓道選手権大会※ ＪＦＥ

3 「九州」錬士臨時中央審査  　 熊本市 24 第24回全国大学弓道選抜大会 中央道場

3 「北信越」錬士臨時中央審査 松本市

9 広島県高校総合体育大会（遠的）兼国体４次 呉市遠的

9.10 日本武道館講習会(五段･錬士) 県体育館

10 全日本中学生弓道大会広島県予選会 福山市営

24 「北海道」錬士臨時中央審査 旭川市

24 「中国」錬士臨時中央審査 倉敷･総社

30 ミニ国体リハーサル (９時遠的場集合) 呉市遠近

7 1 国体最終選考会（少年の部） 呉市遠近 1 第36回広島県学生弓道親善試合 県体育館 9 広島市弓連国体強化・土用稽古7月30日迄 市内各道場

6.7 定期中央審査(6日八段･教士､7日六･七段) 山形市 7 中級者養成講習会　弐段～五段 米子 16 第28回呉市近的選手権大会 呉市近的

　 8 「東北」錬士臨時中央審査 山形市 8 中国地域連合審査　四・五段 米子 22 第39回広島市弓道選手権大会 県体育館

7.8 広島県学校弓道指導者講習会 県体育館 21 全日本少年武道（弓道）錬成大会 日本武道 28 呉市暑中稽古　8月4日まで 呉市近的

8 国体最終選考会（少年の部）予備日 呉市遠近 21.22 指導者養成講習会(50歳以下) 米子市 29 福山地区高校リーダー講習会 福山市営

14 伝達講習会（五段以下） 県体育館 28.29 中・四国地区学校指導者講習会 県体育館

15 伝達講習会（称号者） 県体育館

8 4.5 広島県指導者講習会(称号者) 県体育館 1～4 第57回全国高校弓道大会（全国高校総体） 松本市 5 広体協町民弓道大会 呉市近的

13 「教員」特別臨時審査 中央道場 11.12 第43回全日本教職員弓道選手権大会 中央道場 7 広島地区高校生リーダー講習会 県体育館

25 大学生講習会 県体育館 14～16 第60回全日本学生弓道選手権大会 名古屋市 12 第37回やっさ祭協賛浴衣で弓道大会※ 三原ﾘｰｼﾞ

25.26 「北海道」臨時中央審査 札幌市 18.19 第67回中国地域ミニ国体 呉市遠近 25 呉市弓道教室開講　10月27日まで10回 呉市近的

26 全日本選手権及び国体選手壮行射会 県体育館 25.26 第9回全国中学生弓道大会 中央道場 ? 第38回中四国県庁職員弓道大会 島根県

26 「四国」錬士臨時中央審査 松山市 ? 西日本医学部弓道選手権大会 ?

9 1.2 定期中央審査(1日七段･教士､2日六･八段) 福岡 5.6 第63回中国五大学学生競技大会　夏期大会 山口大学 1 呉地区高校弓道新人大会 市立呉

8.9 「北信越」臨時中央審査 射水市 8 中国地域連合審査　四・五段 玉野 1.2 広島地区高校弓道新人大会 県体育館

15.16 「関東」臨時中央審査 中央道場 9 第52回中国地域弓道選手権大会 兼国体選手選考会 玉野 6 三原市後期弓道教室　12月22日まで 三原ﾘｰｼﾞ

16 初級者講習会 県体･呉･三原 9.10 第38回広島県学生リーグ戦 県体育館 8 尾三地区高校弓道新人大会 三原ﾘｰｼﾞ

17 級位～弐段取得者講習会(弐段は高校生、教員制限無し) 県体･呉･福山 19～21 第63回全日本男子弓道選手権大会 中央道場 8.9 福山地区高校弓道新人大会（秋季大会） 福山市営

23 第二回定期地方審査　(段位･級位) 県体育館 21～23 第45回全日本女子弓道選手権大会 中央道場 12 広島市弓道教室(経験者)11月14日まで10回 県体育館

29.30 広島県中級者講習会　弐～五段(高校生の弐段は除く) 県体育館 22 第41回広島市ねんりんピック選手壮行射会 県体育館

23 福山市弓道選手権大会 福山市営

10 12 高体連監督会議 皆実高校 2～4 範士研修会 倉敷市 7 中国電力弓道大会 県体育館

12 「中国」臨時中央審査会場準備 県体育館 6～9 第67回国民体育大会弓道競技 恵那市 8 第17回広島市道場別対抗戦 県体育館

13.14 「中国」臨時中央審査 県体育館 12～14 男子・女子中央研修会 中央道場 14 第28回三原市長杯弓道選手権大会 三原ﾘｰｼﾞ

20.21 「東北」臨時中央審査 郡山市 13～15 第25回全国健康福祉大会（ねんりんﾋﾟｯｸ ） 仙台 20.21 第61回全日本実業団弓道大会 中央道場

27.28 広島県高校新人大会兼中国高校新人県予選 県体育館 26～28 第63回全日本弓道遠的選手権大会 中央道場 20.21 広島市弓道連盟講習会（弐段以上） 県体育館

兼全国高等学校選抜大会県予選 30～2 特別外国講習会 中央道場 28 第59回呉市体育祭弓道大会（地区対抗） 呉市遠近

28 「関東」錬士臨時中央審査 宇都宮市 ？ 千代田祭弓道大会 千代田

11 3 初級者講習会 県体･呉･福山 1.2 第59回中四国学生弓道選手権大会 高松市 3 山口放送旗西日本弓道大会 周南市

4 広島県高校新人大会遠的競技 呉市遠的 3 全国地連会長会議 東京 10 呉市百射会 呉市遠近

4～6 定期中央審査(4日六･八段､5日教士､6日七段) 中央道場 3 明治神宮奉納全国弓道大会 中央道場

11 第47回広島県弓道選手権大会  一般 県体育館 9～11 「学生」特別臨時審査 中央道場

兼国体選手選考会　 16～18 第20回中国高等学校弓道新人大会 県体育館

18 第22回広島県遠的選手権大会(得点制) 呉市遠的 18 第57回西日本弓道大会 大津(熊本)

兼国体選手選考会 ? 第60回全国学生弓道王座決定戦 ?

18 「東海」錬士臨時中央審査 鈴鹿市 ? 第59回東西学生弓道選抜対抗試合 ?

19.20 「九州」臨時中央審査 大津(熊本)

23 第三回定期地方審査　(級位･段位) 県体育館

25 国体強化選手選考会(遠近各８射)　 呉市遠近

12 1.2 「近畿」臨時中央審査 大津市 8 中国地域会長会議 広島 9 三原市弓道連盟納射会兼松浦杯 三原ﾘｰｼﾞ

16 広島県弓道連盟納射会 県体育館 9 中国地域連合審査　四・五段 県体育館 23 福山市弓道連盟納射会　9:00 ～ 福山市営

22.23 特別中央審査（第１次通過者対象） 中央道場 24～26 第31回全国高等学校弓道選抜大会 相模原市 23 広島市納射会兼昇段昇格者祝射会 県体育館

? 第40回広島県学生弓道新人戦 県体育館 23 第24回呉市天皇誕生日杯及び納射会 呉市近的

1 4～6 第19回西日本高校弓道選手権大会 県体育館 13 成人の日三十三間堂遠的大会 京都 3 広島護国神社奉納 護国神社

13 広島県弓道連盟新春射初会 県体育館 4 千代田弓道部射初会 千代田

13 広島県弓道連盟新年会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ 4 呉市弓道連盟射初会 呉市近的

20 第四回定期地方審査　(級位･段位) 県体育館 12 広島市弓連国体強化・寒稽古  2月2日迄 市内各道場

26 国体強化委員会　　　　11：00～ 県体育館 12 呉市弓道寒稽古　1月19日まで 呉市近的

27 広島県弓道連盟理事会　 9：00～ 県体育館 14 福山市射初会 福山市営

 14 広島護国神社奉納射会兼射初会※ 県体育館

14 三原市射初会 三原ﾘｰｼﾞ

19 呉地区高校弓道選手権大会 市立呉

 19 尾三地区高校弓道選手権大会 三原ﾘｰｼﾞ

26 広島地区高校弓道選手権大会 県体育館

26.27 福山地区高校弓道選手権大会 福山市営

 27 広島市弓道連盟理事会13時～ 県体育館

2 9～11 定期中央審査 名古屋市 5～8 特別外国講習会 中央道場 3 福山市弓連耐寒練成百射会 JFE福山

10 第67回広島県知事旗争奪(郡市対抗)弓道大会 県体育館 ? 第18回中四国学生弓道新人戦 ? 3 広島地区高校生講習会 県体育館

17 第47回広島県弓道選手権大会（少年・教員） 県体育館 3 福山地区高校生講習会 福山市営

16 呉市理事会 ｽﾎﾟ会館

3 4 「女子」特別臨時中央審査 福岡市 3 西日本女子弓道選手権大会 福岡 3 第4回広島市地区対抗戦 県体育館

16.17 「四国」臨時中央審査 高松市 12～14 講師研修会（含：審査委員研修会） 中央道場 17 第21回呉市遠的選手権大会 呉市遠的

20 第五回定期地方審査  (級位･段位) 福山市営 24 都城弓祭全国弓道大会 都城

23.24 広島県範教錬士研修会　（五段以上） 県体育館

25 特別臨時中央審査 都城市

31 第六回定期地方審査  (級位･段位) 県体育館

注意　広島県弓道連盟行事は９時開始が原則です。 ※は部外者参加可能な行事を示す。

但し三原・福山･千代田での行事は９時30開始です。(勤労者は９時から）

支　部　及　び　地　区　高　体　連　行　事　内　訳　 

平　成　２４　年　度　行　事　計　画　表

県 弓 連 ・ 県 高 体 連 行 事 及 び 中 央 審 査 内 訳 中　央・連　合　及　び　大　学　行　事　内　訳　 


