
月日 曜日 時間 県内行事 場所 担当 県外行事 場所
9 土 9:00～17:00 高校リーダー講習会 橿原 高体連

9 土 9:00～17:00 高校遠的強化練習会 遠的(9-17)のみ 高体連

10 日 9:00～17:00 第1回中央審査講習会(中央審査受審希望者） 橿原 指導部

10 日 17:00～21:00 評議員会　 橿原 事務局

16 土 9:00～17:00 中学春期リーダー講習会 橿原 中体連

16 土 9:00～17:00 高校遠的強化練習会 遠的(9-17)のみ 高体連

23 土 9:00～21:00 奈良県高校選手権 橿原･遠(9-17) 高体連

24 日 9:00～21:00 県総合選手権大会 兼 国体・全日遠予選 橿原・遠(9-17)

30 土 9:00～17:00 国体強化練習 橿原・遠(9-17) 強化部

1 日 9:00～17:00 第18回奈良県中学校錬成大会 橿原 中体連 1 住吉大社遠的大会 住吉大社

3 火 9:00～21:00 全国総体・近畿団体県１次予選 橿原 高体連 2～3 全日本弓道大会 京都市(京都府）

4 水 9:00～17:00 全国総体・近畿団体県１次予選 予備日 橿原 高体連 4～5 〔京都〕定期中央審査 京都市(京都府）

7 土 9:00～17:00 連盟練習会1（全日遠的予選　予備日） 橿原・遠(9-17) 参加者・(競技部) 6 〔近畿〕錬士臨時中央審査 京都市(京都府）

14 土 9:00～17:00 第9回健康長寿の弓道大会兼ねんりんピック予選会 橿原 シニア部 京都市(京都府）

15 日 9:00～17:00 国体強化練習 橿原・遠(9-17) 強化部 14～15 近畿地区指導者講習会　 奈良市(奈良県)

21 土 13:00～17:00 連盟練習会2      的貼り(13～15） 橿原・遠(13-17) 参加者 21～22 〔学生〕特別臨時中央審査会 中央道場

22 日 9:00～21:00 全日本弓道選手権大会奈良県予選会　　審査員研修会 橿原 参加者 27～29 〔東海〕臨時中央審査会 名古屋市(愛知県)

28 土 13:00～17:00 連盟練習会3　     　　　　 橿原・遠(13-17) 参加者

29 日 9:00～21:00 近畿地域弓道大会奈良県予選 橿原・遠(9-17) 競技部

4 土 9:00～21:00 全国総体・近畿個人男子県予選　終了後橿原支部練習会 橿原・第二(9-21) 高体連 4～5 関西学生弓道選手権大会 神戸市(兵庫県)

5 日 9:00～21:00 全国総体・近畿個人女子県予選 橿原・第二(9-21) 高体連 11～12 全日本勤労者弓道選手権大会 中央道場

11 土 9:00～17:00 橿原市中学校総合体育大会 橿原 中体連 11～12 〔北海道〕錬士臨時中央審査会 札幌市(北海道)

12 日 9:00～21:00 全国総体・近畿個人団体県決勝 橿原 高体連 11～12 〔北信越〕錬士臨時中央審査会 長野市(長野県)

18 土 9:00～17:00 高校遠的強化練習会 遠(9-12) 高体連 25～26 全国大学弓道選抜大会 中央道場

18 土 13:00～17:00 連盟練習会4　     　　　　　※午後より遠的合同 橿原・遠(13-17) 参加者 25～26 〔中国〕錬士臨時中央審査会 倉敷市(岡山県)
19 日 9:00～21:00 国体成年少年最終予選 橿原・遠(9-17) 強化部・高体連

25 土 9:00～17:00 国体強化練習 橿原・遠(9-17) 強化部

26 日 9:00～17:00 第１回伝達講習会（称号者） 橿原 指導部
9:00～17:00 県教職員大会 橿原 参加者 〔仙台〕定期中央審査会 仙台市(宮城県)

［大会後］ 第2回伝達講習会(学校指導者) 橿原 指導部 〔東北〕錬士臨時中央審査会 仙台市(宮城県)
3 日 9:00～21:00 奈良県民体育大会 橿原・遠(9-21) 競技部 18 全日本弓道選手権近畿予選会予備日① 橿原市(奈良県)

9 土 9:00～17:00 全国高校総体強化練習会 橿原 高体連 18 全日本少年少女武道（弓道）錬成大会　 日本武道館　

10 日 9:00～21:00 令和４年度第1回地連審査（橿原） 橿原

10 日 9:00～21:00 令和４年度第1回地連審査（奈良） 奈良・第二武道場 奈良

16 土 9:00～17:00 国体強化練習 橿原・遠(9-17) 強化部 23～24 近畿高校弓道大会 京都市(京都府）

17 日 9:00～17:00 第3回伝達講習会（４･５段、支部指導者） 橿原 指導部 24 全日本弓道選手権近畿予選会 橿原市(奈良県)

21 木 9:00～21:00 第73回奈良県中学総合体育大会（予選） 橿原 中体連

22 金 9:00～21:00 第73回奈良県中学総合体育大会（決勝） 橿原 中体連 31 全日本弓道選手権近畿予選会予備日② 橿原市(奈良県)

23 土 9:00～17:00 第73回奈良県中学総合体育大会（予備日） 橿原 中体連 31 第18回近畿中学生弓道大会 大阪城(大阪府)

30 土 13:00～17:00 中高夏期講習会(高校①） 橿原 指導部

6 土 13:00～17:00 中高夏期講習会(高校②） 橿原 指導部 6～9 第67回全国高等学校弓道大会 徳島市(徳島県)

9 火 9:00～17:00 高校夏期強化練習会1 橿原 高体連 11～12 全日本教職員弓道選手権大会 佐賀市(佐賀県)

10 水 9:00～17:00 高校夏期強化練習会2 橿原 高体連 13 〔教員〕特別臨時中央審査会 佐賀市(佐賀県)

11 木 9:00～17:00 高校夏期強化練習会3 橿原 高体連 13～14 全国中学生弓道大会 名古屋市(愛知県)

12 金 9:00～17:00 高校夏期強化練習会 予備日 橿原 高体連 13～14 国体近畿ブロック大会　 綾部市(京都府)

13 土 9:00～17:00 国体強化練習 橿原・遠(9-17) 強化部

20 土 13:00～17:00 中高夏期講習会（中学①） 橿原 指導部

21 日 9:00～17:00 国体強化練習 橿原・遠(9-17) 強化部 27～28 〔四国〕錬士臨時中央審査会 高松市(香川県)

27 土 13:00～17:00 中高夏期講習会（中学②） 橿原 指導部 27～28 〔北海道〕臨時中央審査会 札幌市(北海道)

28 日 9:00～21:00 令和４年度第2回地連審査（橿原） 橿原 橿原

28 日 9:00～21:00 令和４年度第2回地連審査（奈良） 奈良・第二武道場 奈良

3 土 13:00～17:00 連盟練習会5     的貼り(13～15） 橿原・遠(13-17) 参加者 【福岡】定期中央審査会 福岡市(福岡県)

4 日 9:00～17:00 全日・国体・ねんりんピック壮行会 橿原 〔九州〕錬士臨時中央審査会 福岡市(福岡県)

10 土 9:00～17:00 中学秋期リーダー講習会 橿原 中体連 10～13 第77回国民体育大会弓道競技 宇都宮市(栃木県)

11 日 9:00～17:00 第1回中堅層特別講習会 橿原 指導部 17～19 〔関東〕臨時中央審査会 中央道場

14 水 9:00～17:00 第6回シニア部研修会及び記録会 橿原 シニア部 25 近畿地域連合審査(主管：奈良） 京都市(京都府）

17 土 9:00～17:00 奈良県高校総体予選(東部） 橿原 高体連

18 日 9:00～17:00 奈良県高校総体予選(西部) 橿原 高体連

19 月 9:00～17:00 奈良県高校総体予選　予備日 橿原 高体連

23 金 9:00～17:00 奈良県高校総体決勝 橿原 高体連

25 日 9:00～17:00 奈良県高校総体決勝　予備日 橿原 高体連

2 日 9:00～17:00 第17回中高交流会 橿原・第二(9-17) 中体連・高体連 1～2 全日本弓道選手権大会（男女各1日） 伊勢市(三重県)

9:00～17:00 第2回中堅層特別講習会 奈良 指導部 8～10 〔北信越〕臨時中央審査会 射水市(富山県)

23 日 9:00～17:00 第2回中央審査講習会(中央審査受審希望者） 橿原 指導部 8 近畿地域弓道大会（準備） 橿原市(奈良県）

23 日 18:00～21:00 部長連絡会 公苑本館１F会議室 事務局 9 近畿地域弓道大会（決勝） 橿原市(奈良県）

30 日 9:00～21:00 全国・近畿選抜県１次予選 橿原・第二(9-21)　 高体連 15～16 〔中国〕臨時中央審査会 山口市(山口県)

22～23 〔東北〕臨時中央審査会 郡山市（福島県）

29～30 全日本弓道遠的選手権大会（男女各1日） 中央道場

3 木 9:00～21:00 県近的選手権大会　　 橿原 生駒 3 明治神宮奉納全国弓道大会 中央道場

5 土 9:00～17:00 中学校秋期強化練習会① 橿原 中体連 【東京】定期中央審査会 中央道場

6 日 9:00～21:00 全国・近畿選抜県２次予選 橿原 高体連 〔関東〕錬士臨時中央審査会 中央道場

12 土 9:00～17:00 中学校秋期強化練習会② 橿原 中体連 12～15 第34回全国健康福祉祭かながわ大会 秦野市(神奈川県)

13 日 9:00～17:00 第48回奈良県中学校新人大会 橿原 中体連 19～20 近畿地域幹部指導者交流会 奈良市(奈良県)

20 日 9:00～17:00 第3回中堅層特別講習会 橿原 指導部 19～20 第30回近畿高校弓道選抜大会　 田辺市（和歌山県）

27 日 9:00～17:00 県大学選手権大会 橿原 大学連 21～22 〔九州〕臨時中央審査会 福岡市（福岡県）

27 日 18:00～21:00 理事会　 公苑本館会議室A 事務局 26～27 〔学生〕特別臨時中央審査会 中央道場

3 土 13:00～17:00 中学冬期強化練習会① 橿原 指導部・中体連 2～4 〔近畿〕臨時中央審査 大津市(滋賀県)

4 日 9:00～17:00 第1回大学連合会講習会 橿原 大学連 23～25 第41回全国高等学校弓道選抜大会 熊本市(熊本県）

10 土 13:00～17:00 中学冬期強化練習会② 橿原 指導部・中体連

17 土 9:00～17:00 高校冬期強化練習会 橿原 高体連　　

17 土 13:00～17:00 中学冬期強化練習会③ 白橿中 指導部・中体連

18 日 9:00～21:00 令和４年度第3回地連審査（橿原） 橿原

18 日 9:00～21:00 令和４年度第3回地連審査（奈良） 奈良・第二武道場 奈良

24 土 9:00～17:00 高校冬期錬成大会 橿原 高体連

26 月 9:00～17:00 高校冬期錬成大会 橿原 高体連

27 火 9:00～17:00 高校冬期錬成大会 橿原 高体連

4 水 10:00～ 大和神社弓始式 大和神社 担当役員 15 三十三間堂大的大会 京都市(京都府）

7 土 13:00～17:00 中学冬期強化練習会④ 橿原 指導部・中体連 21 近畿連絡会議　 未定(奈良県)

8 日 9:00～17:00 新年射初会　年間表彰 橿原 郡山 29 第9回近畿中学生弓道錬成大会 大阪城(大阪府）

14 土 13:00～17:00 臨時連盟練習会　　的貼り(13～15） 橿原 参加者

28 土 9:00～17:00 橿原神宮奉納射会 橿原 担当役員

29 日 9:00～17:00 橿原神宮奉納射会 橿原 担当役員

4 土 9:00～17:00 高校新人大会兼学年別大会（西部） 橿原 高体連 〔名古屋〕定期中央審査会 名古屋市(愛知県)

5 日 9:00～17:00 高校新人大会兼学年別大会（東部） 橿原 高体連 〔東海〕錬士臨時中央審査会 名古屋市(愛知県)

12 日 9:00～21:00 県弓道団体選手権兼全国勤労者大会県予選　　　 橿原 錬弓会 17～19 全国弓道指導者研修会 勝浦市(千葉県)

12 日 18:00～21:00 部長連絡会　 公苑本館１F会議室 事務局 17～19 中央研修会　 中央道場

18 土 9:00～17:00 称号者研修会 橿原 参加者 23 近畿教職員弓道大会 大津市(滋賀県）

19 日 9:00～21:00 称号者研修会 橿原 参加者　

26 日 9:00～17:00 地連審査講習会（一般・大学・中学）指導部会合　　　　　橿原 指導部

4 土 9:00～17:00 高校審査練習会 橿原・第二（9-17） 高体連 2～ 中央委員研修会 中央道場

5 日 9:00～17:00 第2回大学連合会講習会 橿原 大学連 10～12 〔四国〕臨時中央審査会 徳島市(徳島県)

5 日 18:00～21:00 理事会　 公苑本館会議室A 事務局 錬士号取得特別講習会 中央道場

12 日 9:00～21:00 令和４年度第4回地連審査（橿原） 橿原 教士号取得特別講習会 中央道場

12 日 9:00～21:00 令和４年度第4回地連審査（奈良） 奈良・第二武道場 奈良 25 近畿地域連合審査(準備） 橿原市(奈良県）

18 土 9:00～17:00 県中学校選手権大会 橿原・第二（9-17） 中体連 26 近畿地域連合審査 　近畿連合会会議 橿原市(奈良県）

19 日 9:00～21:00 令和４年度第5回地連審査（橿原） 橿原 郡山 27 〔都城〕特別臨時中央審査会 都城市(宮崎県)

19 日 9:00～21:00 令和４年度第5回地連審査（奈良） 奈良・第二武道場 奈良

23 木 9:00～17:00 高校春期強化練習会　　　 橿原 高体連

24 金 9:00～17:00 高校春期強化練習会　　　 橿原 高体連

27 月 9:00～17:00 高校春期強化練習会　　　 橿原 高体連

28 火 9:00～17:00 高校春期強化練習会　　　 橿原 高体連
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橿原：橿原公苑弓道場、　遠：遠的射場（庭球・フットサル場)、　第一：第一体育館、　第二：第二体育館、　大会：第一体育館大会議室、小会：第一体育館小会議室　公苑：公苑
本館会議室、奈良：奈良市弓道場、  跡地：橿原会館跡地　宿泊：公苑本館宿泊室　陸会B：陸上競技場会議室B　ミ：公苑ミーティングルーム　公苑A・B：公苑本館会議室A・B
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13（土）少年の部・14（日）成年の部の予定

会場検討中

香芝・布目・石打・天理（主管：香芝）

会期前開催

(主管：京都府 総括：奈良県）

3/25 道場 9～21 第二 18～21 部終了後橿原支

練習

道場9-21 第二9-21

10/8 道場13-21 第二13-21

10/9 道場9-21   第二9-21

2～4

16～18

3～5

16～18

中止

道場9-21 第二9-21

道場9-21

4～7

錬弓会・石打・布目・天理 （主管：錬弓会）

職域・五條（主管：職域）

橿原・五條 （主管：橿原）

香芝・生駒・職域 （主管：香芝）

10 月

令和４年度行事予定 奈良県弓道連盟
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