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令和４年　行事計画　（素案） 現在

全弓連行事

選手強化・国体関係 その他全国行事

4 2日(土)

3日(日) 令和4年度　 令和4年度　 一宮

　　　国体選手選考会 　　　国体選手選考会 岡﨑 第46回長久手古戦場祭 （中止） 長久手

　　　　　（成年） 　　　　　（少年） <16回ﾅｺﾞﾔﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｶｯﾌﾟ> ガイシ

9日(土) 錬六以上講習会 豊川

錬六以上講習会 岡崎

ガイシ

10日(日) 地方審査会 ガイシ

蒲郡

13日(水) 正副会長会議 ガイシ

16日(土) 第61回護国神社奉納大会 ガイシ ←奉射会

国体選手強化（成年） 県武 (高校の部)

17日(日) 第61回護国神社奉納大会 ガイシ ←奉射会

(中学･一般の部）

23日(土) 国体選手強化（成年） 県武 第76回県高校総体

支部予選 (尾張女) 津島

(西　三) 岡崎

(名　北) ガイシ

24日(日) 第76回県高校総体 (尾張男） 津島

支部予選 (西　三) 岡崎

(知　多) ガイシ

祝 29日(金) 蒲郡

30日(土)

5 1日(日) 第76回県高校総体

支部予選 (名　 南) ガイシ

（西　三） 岡崎

2日(月)

祝 3日(火) 第76回県高校総体 2-3 全日本弓道大会 京都

支部予選 (東　 三) 蒲郡 4-6 【京都】定期中央審査会 京都

祝 4日(水) 4-6 【近畿地区】錬士臨時中央審査会 京都

祝 5日(木) 砥鹿神社

7日(土) 四段～錬五段講習会 ガイシ

四段～錬五段講習会 県武

8日(日)  全日本近的選手権大会県選考会 県武

14日(土) ねんりん弓道大会 東　三 田原

国体選手強化（成年） ガイシ 尾張・知多 津島

15日(日) 津島 15 東海連合教士講習会 大垣

ガイシ

18日(水) ガイシ

20日(金)

21日(土) ねんりん弓道大会 西　三 西尾 ガイシ 21-22 【学生】特別臨時中央審査会 中央

22日(日) エリア大会 (東尾張） 春日井 ガイシ 名弓協：自主研修会（四段・五段） 瑞穂 22 東海連合錬士講習会 三重

(西尾張) 海部

(知　多) 知多

27日(金) 第65回東海学生弓道選手権準備 県体 27-29 【東海地区】臨時中央審査会 ガイシ

28日(土) 国体選手強化（少年） 岡崎 第65回東海学生弓道選手権 県体

29日(日) 国体選手選考会（予備日） 岡﨑 第65回東海学生弓道選手権 県体

国体選手強化 県武 第28回わかしゃち国体記念 津島 東海学生ОB戦 瑞穂

遠的大会（予備日）

※1中学生実技講習会は5月～12月の期間内に開催

3・ 令和4年2月15日

月 日
県　　連　　主　　催　　行　事

場所 後援・委託行事 場所 高体連・中体連行事 日 場所
一般 高体・中学関係

第50回真清田神社桃花祭（市民大会）

場所 その他行事（主会場使用） 場所 日 連合会行事 場所

中学錬成大会西愛知予選

中学錬成大会東愛知予選

第33回 県中学錬成大会

砥鹿神社弓道大会(中・高の部）

第28回わかしゃち国体記念

遠的大会

<第23回名古屋支部団体対抗戦>

<第34回名古屋ねんりん大会>

第76回県高校総体県大会(一次)

第76回県高校総体県大会(二次)
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令和４年　行事計画　（素案） 現在

全弓連行事

選手強化・国体関係 その他全国行事

3・ 令和4年2月15日

月 日
県　　連　　主　　催　　行　事

場所 後援・委託行事 場所 高体連・中体連行事 日 場所
一般 高体・中学関係

場所 その他行事（主会場使用） 場所 日 連合会行事 場所

6 4日(土) 四段～錬五段講習会 蒲郡

四段～錬五段講習会 岡崎

国体選手強化

（午前少年、午後成年） 県武

5日(日) 第56回県下学生選手権 ガイシ 熱田神宮奉納弓道大会 熱田神宮 5 第11回東海弓道遠的選

国体選手強化（少年） 県武 手権大会 岡崎

8日(水) 正副会長会議 ガイシ

11日(土) 錬士六段以上講習会 ガイシ

国体選手強化（少年） 岡崎 11-12 全日本勤労者弓道選手権大会 中央

12日(日) <第１８回名弓協５０射競技会> 中村 12 東海連合審査会 長良川 11-12 札幌

瑞穂 11-12 長野

ガイシ

第32回愛知県教職員選手権大会 岡崎 17 公開練習 県武

18日(土) 本部事務局会議 (午前） プ第2 18-19 ※第69回東海高校

19日(日) 地方審査会 ガイシ 総合体育大会 県武

25日(土) 国体選手強化（少年・成年） ガイシ 25-26 【中国地区】錬士臨時中央審査会 倉敷

26日(日) ガイシ 25-26 全国大学弓道選抜大会 中央

国体選手強化（成年） 県武

7 2日(土) 国体選手強化（少年・成年） ガイシ

3日(日) 中学生弓道実技講習会 ガイシ 3 第32回東海弓道近的

9日(土) (尾張) ガイシ 選手権大会 三重

(三河） 岡崎

10日(日) 横浜 愛知県ｽﾎﾟｰﾂ指導員研修会 ウィルあいち

16日(土) 国体選手強化（少年・成年） ガイシ

17日(日) 国体選手強化（成年） ガイシ 西三河地域遠的弓道大会 豊田 16-18 【仙台】定期中央審査会 仙台市

祝 18日(月) 16-18 【東北地区】錬士臨時中央審査会仙台市

19日(火) 第18回尾張・名古屋中学校 ガイシ 18 全日本少年少女弓道錬成大会 日本武道

総合体育大会

22日(金) 蒲郡

公開練習 大垣 22 公開練習 大垣

23日(土) 東海ブロック大会 大垣 豊田 23-24 第77回国体 大垣

24日(日) 東海ブロック大会 大垣 豊田 第43回東海ブロック大会

27日(水) 正副会長会議（午後) 県武 知多支部講習会（検討中） (知多) ガイシ

28日(木) 〈名古屋ジュニア錬成会〉 ガイシ

29日(金) ※2 第76回県中学総合体育 蒲郡 〈名古屋ジュニア錬成会〉 ガイシ

30日(土) ●第64回県下遠的選手権大会兼全日本弓道遠的選手権選考会 県武 (予備）中学総合体育 蒲郡 〈名古屋ジュニア錬成会〉 ガイシ

31日(日) 第1回　理事会（午前) プール

※2 (7/29)愛知県中学校総合体育大会兼全国中学生弓道大会予選会

【北北海道地区】錬士臨時中央審査会

<第１８回都市間交流スポーツ大会〉

【北信越地区】錬士臨時中央審査会

錬士六段以上講習会

第63回県下弓道遠的
選手権大会高校の部
兼紫灘旗大会予選会

第76回東三河中学総合体育大会

西三河中学選手権大会

西三河中学選手権大会（予）
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令和４年　行事計画　（素案） 現在

全弓連行事

選手強化・国体関係 その他全国行事

3・ 令和4年2月15日

月 日
県　　連　　主　　催　　行　事

場所 後援・委託行事 場所 高体連・中体連行事 日 場所
一般 高体・中学関係

場所 その他行事（主会場使用） 場所 日 連合会行事 場所

8 3日(水) 名古屋市内県立高校弓道大会 ガイシ

6日(土) <スポーツ少年団交流会> ガイシ 6-9 全国高等学校弓道大会 徳島

7日(日) 地方審査会 岡崎 7 令和4年度　第1回理事会 ガ（役） 7 県体

祝 11日(木) 8-9 全国中学生弓道大会 県体

12日(金)

13日(土) 国体強化（成年） 県武 11-12 全国教職員弓道選手権大会 佐賀

14日(日) 県下弓道会対抗弓道大会予選会 豊川・ガイシ・岡崎・津島 13 【教員】特別臨時中央審査会 佐賀

17日(水) 小中・高体連会議(夕） 県武

18日(木) 各支部高校選手権 (名　北) ガイシ

19日(金) 各支部高校選手権 (知　多) ガイシ

20日(土) 団体長育成講習会 県武 各支部高校選手権 (尾張男) 津島 <第64回市民スポーツ祭> ガイシ

国体選手強化（少年・成年） 岡﨑

21日(日) 各支部高校選手権 （尾張女) 津島 <第64回市民スポーツ祭> ガイシ 21 東海連合審査会 県武

23日(火) 各支部高校選手権 （西三北) 豊田

（西三南) 岡崎

24日(水) 各支部高校選手権 (西　三) 岡崎

各支部高校選手権 (名　南) ガイシ

25日(木) 私学祭 ガイシ

27日(土) 中日本近的準備 (午後) 県体 各支部高校選手権 （東　三) 豊川 <中級教室> ガイシ 27-28 【四国地区】錬士臨時中央会 高松

国体選手強化（少年・成年） 県武 27-28 【北海道地区】臨時中央会 札幌

28日(日) ●第58回中日本近的選手権 県体 諏訪神社奉納弓道大会 一色

9 3日(土) 国体選手強化（少年・成年） 県武 2-4 【福岡】定期中央審査会 福岡

4日(日) 2-4 【九州地区】」錬士臨時中央会 福岡

10日(土) 津島 第28回愛知県武道館 県武

四段～錬五段講習会 ガイシ 高校生弓道大会団体戦 10-13 ※　第78回国民体育大会 宇都宮

国　体　（10日～１３日） 栃木

11日(日) 国　体　（10日～１３日） 栃木

県中学生大会知多地区予選 大府

12日(月) 国　体　（10日～１３日） 栃木

13日(火) 国　体　（10日～１３日） 栃木

17日(土) ガイシ 17-18 【関東地区】臨時中央審査会 中央

18日(日) 県下近的弓道選手権大会予選会 蒲郡・ガイシ・岡崎・津島

祝 19日(月) <中級教室> ガイシ

祝 23日(金) 県中学生大会新城地区予選 新城

24日(土) 錬士六段以上講習会 岡崎

25日(日) ●全弓道会対抗弓道大会 ガイシ 第62回津島神社奉納弓道大会 津島

錬士六段以上講習会

全国中学生弓道大会（夜間準備）

錬士六段以上講習会
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令和４年　行事計画　（素案） 現在

全弓連行事

選手強化・国体関係 その他全国行事

3・ 令和4年2月15日

月 日
県　　連　　主　　催　　行　事

場所 後援・委託行事 場所 高体連・中体連行事 日 場所
一般 高体・中学関係

場所 その他行事（主会場使用） 場所 日 連合会行事 場所

10 1日(土) 1-2 全日本近的弓道選手権大会 伊勢

2日(日) 南区弓道大会 ガイシ

4日(火) 県高校教職員指導者講習 ガイシ

5日(水) 正副会長会議（午後) 県武

8日(土) <2022ｽﾎﾟｰﾃｨﾌﾞ・ﾗｲﾌ弓道大会> ガイシ 8-10 【北信越地区】臨時中央審査会 射水

9日(日) 地方審査会 岡崎 <2022ｽﾎﾟｰﾃｨﾌﾞ・ﾗｲﾌ弓道大会> ガイシ

祝 10日(月) 第23回愛知県教職員大会 豊田

（近的・遠的）

15日(土) 称号者講習会(武道館） 県武 15-16 【中国地区】臨時中央審査会 山口

県下高校選抜支部予選 (名　南) ガイシ

豊川

瑞穂

尾張・名古屋地区予選

16日(日) 称号者講習会(武道館） 県武 <中級教室> ガイシ

22日(土) 事務局連絡会議(午前) 県武 22-23 【東北地区】臨時中央審査会 郡山

県下高校選抜 (名　北) ガイシ

支部予選 （尾張女） 津島

（西三北） 豊田

(西三南) 岡崎

(東　三) 豊川

23日(日) ※3 R5国体県下成年予選会 岡﨑 23 東海連合審査会 三重

県下高校選抜 (知　多) ガイシ

支部予選 (尾張男) 津島

29日(土) 錬士六段以上講習会 ガイシ 29-30 全日本弓道遠的選手権大会 中央

30日(日) 競技運営委員会（午前） ガイシ

審査委員研修会（午後） ガイシ

11

祝 3日(木) ※4 第51回県中学生弓道大会 蒲郡 3 明治神宮奉納全国弓道大会 中央

5日(土) ※5令和4年度県高校選抜 ガイシ 【東京】定期中央審査会 中央

１次選考会 4-7 【関東地区】錬士臨時中央審査会 中央

6日(日) ガイシ エリア大会　　　　　 尾張・知多 津島

東三河弓道会対抗戦 新城

9日(水) 指導委員会会議 ガイシ

指導者研修会（委員会終了後） ガイシ

12日(土) 大学生特別講習会 ガイシ 愛知県ｽﾎﾟｰﾂ指導員研修会 ウィルあいち 12-15 ねんりんピックかながわ2022 秦野市

13日(日) 13 『大学生特別】連合審査会 ガイシ

19日(土)

20日(日) ●第70回県下近的選手権大会 ガイシ 21-22 【九州地区】臨時中央審査会 福岡

祝 23日(水) <名古屋年代別弓道大会> ガイシ

26日(土) 国体強化 ガイシ 26-27 第41回東海高校選抜大会 岐阜 26-27 【学生】特別臨時中央審査会 中央

27日(日) 四段～錬五段講習会 ガイシ

四段～錬五段講習会 津島

30日(水) 正副会長会議 ガイシ

※3(10/23)令和5年度成年国体予選選考会
※4 (11/3)県中学生弓道大会＝「県中学生弓道大会兼東海地区中学生弓道選手権大会県予選会」
※5 (11/5)県高校選抜大会＝令和４年度愛知県高校弓道選抜大会　県1次選考会(兼全国・東海高等学校弓道選抜大会兼代表選考会)

県中学生大会豊川地区予選

県中学生大会

令和4年度県高校選抜　最終選考
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令和４年　行事計画　（素案） 現在

全弓連行事

選手強化・国体関係 その他全国行事

3・ 令和4年2月15日

月 日
県　　連　　主　　催　　行　事

場所 後援・委託行事 場所 高体連・中体連行事 日 場所
一般 高体・中学関係

場所 その他行事（主会場使用） 場所 日 連合会行事 場所

12 3日(土) 第59回東海学生弓道新人戦 ガイシ 2-4 【近畿地区】臨時中央審査会 大津

4日(日) 第33回東海学生弓道女子新人戦 ガイシ 4 第61回東海連合弓道大会 岐阜

7日(水)

10日(土) 国体強化 県武 <第５６回名弓協義士会> ガイシ

11日(日) 地方審査会 ガイシ 第15回愛知県県武道館

高校生弓道大会個人戦 県武

17日(土) 錬士六段以上講習会 ガイシ

18日(日) <指導者養成講習会> 県武

24日(土) <中級教室> ガイシ 25 第17回東海地区中学生弓道 ガイシ 23-25 全国高等学校弓道選抜大会 熊本

25日(日) 選手権大会

R5 1日(日)

1 2日(月)

3日(火)

4日(水) 護國神社　弓始奉射会 護国神社

7日(土)

8日(日) 新年初射会 ガイシ 砥鹿神社弓始祭 砥鹿神社

祝 9日(月)

10日(火) <名弓協　監査会> 事務所

14日(土) 国体強化 ガイシ

15日(日)

18日(水) 正副会長会議 ガイシ

21日(土) 県高校新人戦 (知　多) ガイシ <名弓協　理事会>（午後) プール

支部予選会 （西　三） 岡崎

(尾張男) 津島

22日(日) 県高校新人戦 （名　南） ガイシ

支部予選会 （西　三） 岡崎

(尾張女) 津島

27日(金) 監査会（午後） 本部事務

28日(土) 県高校新人戦 (名　北) ガイシ <自主研修会（錬士・教士）> 瑞穂

支部予選会 (西　三) 岡崎

(東　三) 豊川

29日(日) <中級教室> ガイシ
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令和４年　行事計画　（素案） 現在

全弓連行事

選手強化・国体関係 その他全国行事

3・ 令和4年2月15日

月 日
県　　連　　主　　催　　行　事

場所 後援・委託行事 場所 高体連・中体連行事 日 場所
一般 高体・中学関係

場所 その他行事（主会場使用） 場所 日 連合会行事 場所

2 4日(土) 3-6 【名古屋】定期中央審査会 ガイシ

5日(日) 【東海地区】錬士臨時中央審査会

祝 11日(土) 県高校新人戦　県大会 ガイシ <名弓協総会>　(午後） プール

(兼国体少年二次選考会)

12日(日) 理事会（午後） プール <中級教室> ガイシ 12 東海連合審査会 浜松 17-19 中央研修会 中央

18日(土) 団体長育成講習会 ガイシ 17-19 全国弓道指導者研修会 千葉勝浦

19日(日) 地方審査会 ガイシ 東三河弓道大会 豊橋

祝 23日(木) 第12回愛知県教職員 岡崎

冬季大会・講習会

25日(土) 国体強化 県武 第56回東海学生記録会 ガイシ

(百射、60射会）

26日(日) 第56回東海学生記録会 ガイシ 26 第5回東海弓道 県武

(百射、60射会） 射礼選手権大会

3 4日(土) 4 【女子特別】東海連合審査会 ガイシ 2～ 中央委員研修会 中央

5日(日) 4 令和4年度第2回理事会 プール

11日(土) <弓道教室講師講習会> ガイシ ・第1回評議委員会 10-12 【四国地区】臨時中央審査会 徳島

12日(日) 定期総会（午後） 国際会議場 5 第55回全日本女子弓道大会 ガイシ

（中日本の部） 16-18 錬士号取得特別講習会 中央

15日(水) 指導者研修会 ガイシ 16-18 教士号取得特別講習会 中央

18日(土) ジュニア育成活動事業 県武 弾正祭 ガイシ

(高校生研修記録会）

19日(日) 職域大会（全勤予選会） 豊田

ジュニア育成活動事業 県武

(高校生研修記録会）

祝 21日(火)

25日(土) 国体強化 ガイシ 第32回西三河中学校弓道大会 豊田 春季東三河高校弓道大会 蒲郡

26日(日) 第67回　星野祭弓道遠的大会 ガイシ 尾張支部研修会 津島

27 【都城】特別臨時中央審査会 都城

　

<凡例> 行事名は略称名 略表示 正式名 ＜　＞ は名古屋弓道協会関係　（都市間交流＝大阪⇒名古屋⇒横浜⇒神戸⇒京都）

地方審査会 ガイシ 日本ガイシ　スポーツプラザ（弓道場） ※ は別途、詳細を案内

県武 愛知県武道館 (引継ぎ） 連　合 ＝ 愛知 ⇒ 静岡 ⇒ 岐阜 ⇒ 三重 ⇒

県体 愛知県体育館 東海遠的＝ 愛知 ⇔ 静岡（隔年）

指定選手強化⇒国体指定選手強化対象 レイン 日本ガイシホール（レインボーホール） 新年射会 ＝　ガイシ　⇔　蒲郡　（隔年）

体協⇒愛知県体育協会補助金事業 プール 日本ガイシアリーナ（プール会議室） 固定日 5月5日 砥鹿神社弓道大会

指定⇒選手権（近･遠）国体成年対象 フォーラム 日本ガイシフォーラム（サン笠寺　フォーラム） 6月5日 熱田神宮奉納弓道大会

合⇒合宿 第4日曜 諏訪神社奉納弓道大会（2019～2023　第4日曜）

代⇒国体代表選手 1月4日 護國神社弓始射会

選手権⇒選手権強化選手 1月8日 砥鹿神社弓始祭

体育の日 <ｽﾎﾟｰﾃｨﾌﾞ・ﾗｲﾌ弓道大会>

選
手
強
化
・
国
体
関
係

●⇒優秀弓道会表彰対象競技会


