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平成28年度  秋田県弓道連盟  年間行事計画表  (案) 秋田県内開催

最終決定は04月10日(日)の理事総会終了後になります

凡例：●大会、▲審査、◆講習会研修会、★諸会議他 2016/04/10 現在

名称 種別･対象 開催地

04月02日(土) ★ 県女子部総会･練習会 秋田･武道館

04月03日(日) ★ 第1回東北理事会 岩手･盛岡

04月07日(木) ～20日(水) ◆ 第5回アジア･オセアニアセミナー 国際弓道連盟主催 愛知･名古屋

04月10日(日) ▲ 【名古屋】特別外国臨時中央審査 愛知･名古屋

04月10日(日) ▲ 東北南部三県連合審査 参～五 山形･米沢

04月10日(日) ★ 役員会(午前)、理事総会･懇親会(午後) 秋田･イヤタカ

04月15日(金) ▲ 【名古屋】特別外国臨時中央審査 愛知･名古屋

04月16日(土) ● 秋田県春季弓道大会 少年近的 秋田･武道館

04月17日(日) ▲ 東北北部三県連合審査 参～五 秋田･武道館

04月20日(水) ▲ 【名古屋】特別外国臨時中央審査 愛知･名古屋

04月23日(土) ～24日(日) ▲ 【関東地区】臨時中央審査 23錬 24六･七 群馬･高崎/前橋

04月23日(土) ● 第1回国体強化指定選手選考錬成会 強化 秋田･武道館

04月24日(日) ● 秋田県春季弓道大会 成年近的 秋田･武道館

04月24日(日) ★ 役員会 秋田･武道館

05月01日(日) 期日未定 ★ 第1回全弓連理事会 京都?

05月01日(日) ★ 事務局担当者会議 京都･京都

05月02日(月) ～03日(火) ● 第67回全日本弓道大会 2範･錬 3教･有段 京都･京都

05月02日(月) ★ 功労者表彰 京都･京都

05月04日(水) ～05日(木) ▲ 【京都】定期中央審査 4六･七 5八･教 京都･京都

05月06日(金) ▲ 【近畿地区】錬士臨時中央審査 京都･京都

05月07日(土) ～08日(日) ● 高体連支部総体 少年近的 秋田･武道館/雄勝

05月08日(日) ● 第2回国体強化指定選手選考錬成会 強化 秋田･角館

05月14日(土) ～15日(日) ▲ 【東京】特別学生臨時中央審査 中央道場

05月14日(土) ～15日(日) ◆ 【東北】地区指導者講習会 岩手･盛岡

05月15日(日) ◆ 県女子部講習会 秋田･武道館

05月21日(土) ～22日(日) ▲ 【東海地区】臨時中央審査 21錬 22六･七 岐阜･岐阜

05月21日(土) ～22日(日) ◆ 【東北】指導者育成講習会 福島･郡山

05月22日(日) ▲ 第1回秋田県定期審査 秋田･武道館

05月29日(日) ● 全日本女子弓道大会東日本の部 神奈川･横浜

06月01日(水) 期日未定 ★ 定時評議員会 都内?

06月04日(土) ～06日(月) ● 第62回秋田県高等学校総合体育大会 少年近的 秋田･武道館

06月05日(日) ▲ 【九州地区】錬士臨時中央審査 熊本･熊本

06月10日(金) ～12日(日) ● 第63回全日本勤労者弓道選手権大会 愛媛･松山

06月11日(土) ● 第15回東北選手権大会 岩手･盛岡

06月11日(土) ★ 第2回東北理事会 岩手･盛岡

06月12日(日) ▲ 【北信越地区】錬士臨時中央審査 富山･射水

06月12日(日) ● 第69回東北弓道大会 岩手･盛岡

06月19日(日) ▲ 【北海道地区】錬士臨時中央審査 北海道･深川

06月24日(金) ～26日(日) ● 第46回東北高等学校弓道選手権大会 少年近的 宮城･仙台

06月25日(土) ～26日(日) ● 第28回全国大学弓道選抜大会 中央道場

06月26日(日) ▲ 【中国地区】錬士臨時中央審査 岡山･倉敷

06月26日(日) ● 県教錬士大会 秋田･能代

開催期日
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最終決定は04月10日(日)の理事総会終了後になります

凡例：●大会、▲審査、◆講習会研修会、★諸会議他 2016/04/10 現在

名称 種別･対象 開催地開催期日

07月01日(金) ～02日(土) ▲ 【仙台】定期中央審査 1八･教 2六･七 宮城･仙台

07月03日(日) ▲ 【東北地区】錬士臨時中央審査 宮城･仙台

07月09日(土) ～10日(日) ● 第67回県民体育大会 少年近的･遠的 秋田･武道館

07月17日(日) ● 第67回県民体育大会 成年近的 秋田･武道館

07月17日(日) ★ 役員会 秋田･武道館

07月18日(月) ● 全日本少年少女武道(弓道)錬成大会 日本武道館

07月23日(土) ～24日(日) ◆ 学校弓道指導者講習会(東B) 茨城･水戸

07月24日(日) ◆ 県錬成講習会(伝達) 秋田･男鹿

07月31日(日) ● 第11回東北弓道ジュニア選手権大会 宮城･仙台

08月03日(水) ～06日(土) ● 第61回全国高等学校弓道大会 鳥取･米子

08月06日(土) ● 県ねんりんピック親睦大会 秋田･武道館

08月07日(日) ● 第6回遠的大会･選手権予選(竹弓) 成年遠的 秋田･武道館

08月11日(木) ～12日(金) ● 第47回全日本教職員弓道選手権大会 茨城･水戸

08月13日(土) ▲ 【茨城】特別教員臨時中央審査 教員のみ 初～六･錬 茨城･水戸

08月19日(金) ～21日(日) ● 第13回全国中学生弓道大会 中央道場

08月19日(金) ★ 第3回東北理事会 青森･弘前

08月20日(土) ～21日(日) ● 第43回東北総合体育大会･東北ミニ国体 20近的 21遠的 青森･弘前

08月27日(土) ～28日(日) ▲ 【北海道地区】臨時中央審査 27錬 28六･七 北海道･札幌

08月27日(土) ～28日(日) ◆ 地域社会武道指導者研修会 教錬士研修 秋田･武道館

08月28日(日) ▲ 【四国地区】錬士臨時中央審査 香川･高松

09月01日(木) 期日未定 ★ 第2回全弓連理事会 都内?

09月03日(土) ～04日(日) ▲ 【福岡】定期中央審査 3七･教 4六･八 福岡･福岡

09月04日(日) ● 第66回東北･北海道対抗弓道大会 北海道･函館

09月09日(金) ～10日(土) ● 高校支部新人戦 少年近的 秋田･武道館/雄勝

09月10日(土) ～11日(日) ▲ 【北信越地区】臨時中央審査 10錬 11六･七 石川･金沢

09月10日(土) ～11日(日) ◆ 東北教錬士研修会 岩手･盛岡

09月16日(金) ～18日(日) ● 第67回全日本男子弓道選手権大会 中央道場

09月17日(土) ● 第62回県勤労者弓道大会 主管教職員弓道連盟 秋田･雄勝

09月18日(日) ～20日(火) ● 第49回全日本女子弓道選手権大会 中央道場

09月18日(日) ▲ 東北南部三県連合審査 参～五 宮城･仙台

09月19日(月) ▲ 第1回秋田県地区審査 20名以上 秋田･県内4地区

09月30日(金) ～02日(日) ◆ 中央研修会 中央道場

10月01日(土) ～02日(日) ▲ 【中国地区】臨時中央審査 1錬 2六･七 山口･山口

10月01日(土) ～02日(日) ◆ 東北参･四･五段講習会 山形･山形

10月02日(日) ● 第41回秋田県近的選手権大会 秋田･五城目

10月07日(金) ～10日(月) ● 第71回国民体育大会弓道競技 岩手･奥州

10月15日(土) ～18日(火) ● ねんりんピック2016長崎 長崎･島原

10月16日(日) ▲ 【関東地区】錬士臨時中央審査 千葉･千葉

10月21日(金) ～23日(日) ● 第67回全日本弓道遠的選手権大会 中央道場

10月23日(日) ▲ 東北北部三県連合審査 参～五 青森･弘前

10月29日(土) ～30日(日) ▲ 【東北地区】臨時中央審査 29錬 30六･七 岩手･盛岡

10月29日(土) ～31日(月) ● 全県高校新人戦 少年近的 秋田･武道館



議案第2号

2016行事計画_県連.xlsm   県連計画 3 / 3

平成28年度  秋田県弓道連盟  年間行事計画表  (案) 秋田県内開催

最終決定は04月10日(日)の理事総会終了後になります

凡例：●大会、▲審査、◆講習会研修会、★諸会議他 2016/04/10 現在

名称 種別･対象 開催地開催期日

10月30日(日) ～02日(水) ◆ 【東京】特別外国講習会 国際弓道連盟主催 中央道場

11月01日(火) 期日未定 ★ 第3回全弓連理事会 都内?

11月01日(火) 期日未定 ★ 全国地連会長会議 都内?

11月03日(木) ● 第129回明治神宮奉納全国弓道大会 中央道場

11月04日(金) ～06日(日) ▲ 【東京】定期中央審査 4六･八 5教 6七 中央道場

11月05日(土) ～06日(日) ◆ 第44回東北弓連女子部研修会 福島･郡山

11月13日(日) ▲ 【東海地区】錬士臨時中央審査 三重･鈴鹿

11月13日(日) ▲ 第2回秋田県定期審査 秋田･武道館

11月19日(土) ～20日(日) ◆ 県連特別講習会 秋田･武道館

11月21日(月) ～22日(火) ▲ 【九州地区】臨時中央審査 21錬 22六･七 大分･別府

11月25日(金) ～27日(日) ▲ 【東京】特別学生臨時審査 25参･五 26初 27弐･四 中央道場

11月25日(金) ～27日(日) ● 第35回東北高校選抜弓道大会 少年近的 山形･鶴岡

12月03日(土) ～04日(日) ▲ 【近畿地区】臨時中央審査 3錬 4六･七 奈良･橿原

12月04日(日) ● 第9回秋田県秋季弓道大会 成年近的 秋田･武道館

12月04日(日) ★ 役員会 秋田･武道館

12月10日(土) ～11日(日) ● 特別強化合宿 強化 秋田･武道館

12月17日(土) ～18日(日) ▲ 【東京】特別臨時中央審査 17錬 18教 一次通過者 中央道場

12月23日(金) ～25日(日) ● 第35回全国高等学校弓道選抜大会 少年近的 愛知･名古屋

01月05日(木) ～07日(土) ● 高体連冬季錬成会 少年近的 秋田･武道館

01月08日(日) ★ 役員会(午前)、県連新年会(午後) 秋田市

01月08日(日) ★ 新春席書会 秋田･武道館

01月09日(月) ★ 第11回武道まつり 秋田･武道館

01月22日(日) ● 第3回国体強化指定選手選考錬成会 強化 秋田･武道館

01月30日(月) ～02日(木) ◆ 【名古屋】特別外国講習会 国際弓道連盟主催 愛知･名古屋

02月01日(水) 期日未定 ★ 第4回全弓連理事会 都内?

02月03日(金) ～05日(日) ▲ 【名古屋】定期中央審査 3七 4教 5六･八 愛知･名古屋

02月04日(土) ● 第5回秋田県冬季弓道大会 少年近的 秋田･武道館

02月19日(日) ● 第4回国体強化指定選手選考錬成会 強化 秋田･武道館

03月05日(日) ● 第5回国体強化指定選手選考錬成会 強化 秋田･武道館

03月06日(月) ▲ 【福岡】特別女子臨時中央審査 四～七･錬 福岡･福岡

03月08日(水) ～09日(木) ◆ 主任講師研修会 中央道場

03月10日(金) ～12日(日) ◆ 講師研修会 中央道場

03月18日(土) ～19日(日) ▲ 【四国地区】臨時中央審査 18錬 19六･七 徳島･徳島

03月18日(土) ～20日(月) ● 第16回東日本高等学校弓道大会 埼玉･上尾

03月19日(日) ▲ 第2回秋田県地区審査 20名以上 秋田･県内4地区

03月26日(日) ★ 監査委員会、役員会 秋田市

03月27日(月) ▲ 【都城】特別臨時中央審査 六･七･錬 宮崎･都城

◆ 第5回全国弓道指導者研修会 日本武道館共催 千葉･勝浦

秋田県内で行われる行事
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