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月

5 四段　　西湘  （１）厚木 4 座間市民大会　　   座間

5 第５５回地区大会　武道館 12 大学男子春季リーグ1国大他 11.12 範教錬士会　　（１）武道館

18土 三段特別講習　（１）武道館

26 五段川崎・横浜（１）栄 12 鎌倉まつり射会 　八幡宮
18土 県連総会　午後　　　武 18土 県民大会高校男子　厚木東 26 五段　　湘南  （１）寒川 12 川崎春季大会　　   川崎

19 県民大会兼国体予選会　　武道館 兼国体予選尐年男１ 26 五段　　西湘  （１）秦野 12 横浜春季遠的大会　 常盤

19 県民大会高校女子　厚木東 26 四段川崎・横浜（１）常盤
20.21 女子称号者講習会　　　　常盤   兼国体予選尐年女１ 26 四段　　湘南  （１）茅ヶ崎 15 報徳神社奉納射会 小田原

19 大学男子春季リーグ2国大他 26 限定五段Ａ　　（１）八幡宮
25土 全国福祉大会予選会　　　藤沢 26 限定五段Ｃ    （１）海老名

26 限定錬五Ａ　  （１）藤沢 18 大岡越前祭射会 　茅ヶ崎

26 国体選手選考会　成年１ 武道館 26 大学男子春季リーグ3国大他 26 限定錬五Ｂ　  （１）座間

26 限定錬五Ｃ    （１）厚木 19 西湘地区大会　　　 箱根

26 限定錬六Ｂ    （１）大和 　　

29 第１０１回遠的大会　　 　常盤 26 限定教六　　　（１）平塚

29 国体選手選考会成年２ 常盤 29 錬士講習会    （１）武道館

3 高校春季大会女子　武道館 9土 限定錬六Ａ　  （１）鎌倉 1 住吉大社遠的大会　　  　 大阪

5 国体選手選考会　尐年２　常盤 4 高校春季大会男子　武道館 16土 三段特別講習  （２）武道館 　 2.3 第６０回全日本弓道大会   京都 4 北条五代祭り射会 小田原

4 大学女子団体・個人 国大他 4.5 定期中央審査　　　　　   京都 10 まほろば大会　　　 大和

5 大学男子春季リーグ4 武 31 限定五段Ａ    （２）八幡宮 6 近畿錬士臨時中央審査　　 京都 10 横浜マスターズ兼

17 全日本選手権選考会  武道館 6 大学男子春季リーグ5 武 31 限定五段Ｂ    （１）川崎 10 関東連合審査　武 全国福祉大会予選会 常盤

10 大学男子春季リーグ6国大他 31 限定五段Ｃ    （２）海老名 9.10 学生特別審査　    　 中央道場 17 川崎大師奉納大会　 川崎

24 第４３回女子大会    武道館 17 高校総体　女子　 厚木東 31 限定錬五Ａ　  （２）藤沢 17 関東連合審査　　　　　   小瀬 17 平塚市内春季大会

24 高校総体　男子　 厚木東 31 限定錬五Ｃ    （２）厚木 23.24 東海臨時中央審査　　     鈴鹿

31 第４７回百射大会  　武道館 30土 高校関東大会強化　武 31 限定錬六Ｂ  （２）相模原北 31 関東連合審査　　  　 中央道場 24 泉区民大会

6土 三段特別講習  （３）武道館 5-7 第５６回全日本勤労者選手権大会 匝瑳

14 限定五段Ａ　  （３）八幡宮 6.7 高校関東大会　　　　　   山梨

20土 限定錬六Ａ 　 （２）鎌倉 7 関東連合審査　　　　　 　前橋

14 第123回実業団大会  武道館 21 五段川崎・横浜（２）栄 7 無、初、弐、参、四 7 全日本女子弓道大会東日本 札幌

21 限定五段Ｂ    （２）川崎 常、平、武、鎌、平 7 九州錬士臨時中央審査　　植木町

21 限定五段Ｃ    （３）海老名

21 限定錬五Ａ　  （３）藤沢 13.14 女子講習会　　　     中央道場

21 高校総体決勝 男女 武 21 限定錬五Ｂ 　 （２）座間 13.14 関東南部指導者講習会　　 小瀬 　　　　　14 相模原市民選手権 　相北

21 限定錬五Ｃ    （３）厚木 20.21 地連幹部指導者講習会 中央道場

21 限定錬六Ｂ    （３）大和 21 北信越錬士臨中審査　　   射水

21 限定教六　　　（２）秦野 28 中国錬士臨時中央審査　　 広島

27.28 範教錬士会　　（２）武道館 28 第21回大学選抜大会　 中央道場

5 五段　　西湘  （２）秦野 3.4 定期中央審査　　　　　   仙台 5 厚木市民選手権大会

7 長弓会県大会　   　 武道館 11土 三段特別講習  （４）武道館 5 東北錬士臨時中央審査 　  仙台 5 川崎市制記念大会

12 限定五段Ｂ    （３）川崎 5 関東教職員大会　　　　　 千葉　　　　 　　　　　　　5 南足柄市民総体

18土 高校総体強化　    武 12 限定錬五Ｂ    （３）座間 5 藤沢市民大会

19 中学神奈川県大会　武 18土 限定錬六Ａ    （３）寒川 19 明治神宮崇敬会弓道大会 中央道場

19 限定五段Ｃ  　（４）海老名 19 全日本選手権関東選考会　 上尾　 19 小田原市民総体

19 限定教六　　　（３）平塚 20 全日本尐年錬成大会  日本武道館 19 秦野市民総体

20 限定錬五Ｃ  　（４）小田原 26 関東連合審査　　　　　　 千葉

26 範教錬士会射会    　武道館 20 伝達講習会　　　    武道館 26 北海道錬士臨時中央審査　 旭川　 25 大和市スポーツ選手権大会

29-31 学校指導者養成　武道館 26 限定五段Ａ　  （４）八幡宮 28-31 第５４回全国高校総体　   橿原
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月

1土 三段特別講習　（５）武道館 1.2 学校指導者講習会　　　　 仙台

2 四段川崎・横浜（２）栄

2 四段　　湘南　（２）茅ヶ崎 8.9 第４０回全日本教職員大会 秋田

2 五段　　湘南　（２）寒川 10 教員特別臨時審査　　　　 秋田 8.9 鮎祭り射会　   　　厚木

2 錬士講習会    （２）武道館 9 関東連合審査　　     中央道場 15 箱根神社奉納大会

20 高校錬成会　女子　武 8.9 範教錬士会　　（３）武道館 11 関東中学生弓道大会　 中央道場

21 高校錬成会　男子　武 15土 限定錬六Ａ    （４）寒川

23 四段　　西湘　（２）厚木 16 宇野旗争奪大会　　常盤

23 限定五段Ｂ  　（４）川崎

25 中学層別大会　　　武　 23 限定五段Ｃ  　（５）海老名 22.23 第６回全国中学生弓道大会  中央道場

26 高校層別兼関東個選抜予女武 23 限定錬五Ａ　  （４）藤沢 22.23 国体関東ブロック大会     千葉 23 笹りんどう弓道大会　鎌倉

23 限定錬五Ｂ　　（４）座間 22.23 北海道臨時中央審査　　 苫小牧

28 高校層別兼関東個選抜予男武 23 限定錬五Ｃ　　（５）小田原

29土 高校関東個人選抜強化　武 23 限定錬六Ｂ    （４）大和 29 高体連委員長研修会　　　 東京

30 第102回遠的兼全日本選考会常盤 23 限定教六　　　（４）秦野 30 平塚市民総体

5土 三段特別講習　（６）武道館 6 初・弐・参・四 5.6 定期中央審査　　　       福岡

12土 限定錬六Ａ　　（５）寒川 武・武・厚・鎌 5-7 全国福祉大会ねんりんピック北見

13 四段川崎・横浜（３）栄 12.13 関東高校個人選抜大会 中央道場 15 鶴岡八幡宮例大祭奉納射会

13 五段　　湘南　（３）茅ヶ崎 12.13 北信越臨時中央審査　　   金沢

13 五段　　西湘　（３）秦野 12土 関東地区選抜選手権大会練習　横浜武

13 限定五段Ｂ    （５）川崎 19土 （武・前日練習） 13 関東地区選抜選手権大会　横浜武

21 第３６回尐年高齢者大会　 武 13 限定五段Ｃ  　（６）海老名 20 無指定・武道館 21 関東連合審査      　　 宇都宮

22 第５５回層別大会壮年・称号者武 13 限定錬五Ｂ　　（５）座間 19-21 第４２回全日本選手権女子 伊勢

23 県総体　　　        武道館 13 限定錬五Ｃ  　（６）小田原 21-23 第６０回全日本選手権男子 伊勢 

13 限定錬六Ｂ  　（５）大和 27 第５０回全日本鉄鋼大会 中央道場 27 秦野たばこ祭り射会

13 限定教六　　　（５）平塚 27-30 第６４回国民体育大会　   新潟

27 第５５回層別大会青年・女子  武 20 限定錬五Ａ　  （５）藤沢 4 座間近隣市大会　　

27 限定五段Ａ　　（５）八幡宮 3.4 関東臨時中央審査中央道場・千葉主管 4 川崎秋季大会　

3.4 範教錬士会　  （４）武道館 9-11 男子・女子中央研修会　 名古屋 4 伊勢原道灌まつり弓道大会

10土 限定錬六Ａ　  （６）大和 10.11 東北臨時中央審査　　     秋田　　  　11 横浜秋季遠的大会　　　常盤

11 限定錬五Ｂ　　（６）座間 11 関東連合審査　　　　　　 水戸 11 みそぎ祭弓道大会　二宮

10土 高校新人戦女子 武道館 12 錬士講習会　  （３）武道館 12 関東連合審査　　　　　   上尾　　12 旭区・栄区民大会　　　 　

11 高校新人戦男子 武道館 12 限定教六    　（６）秦野 16 範士研修会　　　　　 中央道場 12 体育の日大会　　 　川崎

18 四段　　西湘　（３）厚木 17 60周年記念行事・式典京王プラザ 12 布施杯大会　　　 　藤沢

17 武道館・体験教室 18 五段川崎・横浜（３）栄 18 60周年記念行事・射会 中央道場 12 茅ヶ崎市民大会　

18 武道館・体験教室 18 限定五段Ｂ  　（６）川崎 ◆ 全日本実業団近的・遠的大会 中央道場 18 金太郎祭り射会 　南足柄

25 限定五段Ａ　　（６）八幡宮 23-25 第６０回全日本遠的選手権   中央道場 18 相模原市近県大会　 相北

24土 社会体育指導者講習会①武 25 四段　　湘南　（３）茅ヶ崎 25  無指定　武・平・厚 24.25 中国臨時中央審査　        倉敷　  　　　 　18 横須賀市民大会

25 限定錬五Ａ 　 （６）藤沢 30 全国地連会長会議      中央道場 25 保土ヶ谷区民大会

31土 高校横浜地区大会　　武 25 限定錬六Ｂ  　（６）大和 31-2 定期中央審査　        中央道場 25 いでゆ射会　　　 箱根町
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月

3 大学男子団体戦　国大他 31-2 定期中央審査     　　中央道場 1 菊祭り射会　　　　小田原

3 中学　神奈川大会　　武 3 明治神宮奉納全国大会 中央道場

7土 社会体育指導者講習会②武 15 西湘地区大会　　 二宮

8 大学女子団体戦　国大他 8  初・弐・参・四 8 関東錬士臨時中央審査中央道場・茨城主管 15 横浜市民近的区対抗大会常盤

22 第124回実業団大会 　  武道館 14土 社会体育指導者講習会③武  武・武・藤・厚

28土 ゆめかながわスポーツ健康 15 大学男子新人戦個人　武他 13-15 学生特別審査     　  中央道場 21 武道館関係団体定期戦武道館

シニアフェスタ　　　　　武 15 高校神奈川大会兼全国選抜予厚 23 関東連合審査   　　  中央道場

29 第６７回神奈川大会予選 23 高校神奈川大会兼全国選抜決武 23.24 九州臨時中央審査　       別府 23 戸塚区民大会

（武道館、厚木、鎌倉） 23 大学女子新人戦個人　国大他 29 東海錬士臨時中央審査　 名古屋 23 泉区民大会

6 第６７回神奈川大会決勝  武 4.5 女子弓道会講習会   　鎌倉

6 ６０周年記念式典・祝賀会・武・他 13 教士講習会  （１）   鎌倉 5.6 近畿臨時中央審査 　　　  京都 13 鶴見区民大会

13 実業団冬季大会　    武道館 20 講師研究会　　  　 武道館 20 特別中央審査　 　    中央道場 23 厚木納射会

23 技能修錬者研修　 　武道館 27.28 高校東日本大会 　　　    山形　　　23 平塚納射会

9土 競技力強化国体尐（１）武 5-9 寒稽古　　　　 　　武道館 9 第10回全国弓道遠的大会中央道場 10 平塚・大和新年射会

10 新年射初会・表彰      武 10 相模原五武道始め

11 競技力強化国体成（１）座相市 17 範教錬士会講習会　 武道館   17 四国錬士臨時中央審査　　 高松  　11 横浜市新年射会

11 競技力強化選手権（１）武

16土 競技力強化国体尐（２）武 23土 実業団講習　（１） 武道館 24 対東京二指導者射会 　中央道場

17 競技力強化国体成（２）座相北 17 厚木初射会

24 競技力強化国体（３）常座相北

31 競技力強化国体　（４）常盤

31 競技力強化選手権（２）  武 6 （武・前日練習） 6.7 指導力向上指導者講習会中央道場

6土 実業団講習　（２） 小田原 7 初・弐・参・四 14 対千葉指導者射会　     横浜武

11 競技力強化国体　（５）常盤 武・厚・鎌・藤 20.21 教士号取得特別講習会 中央道場 11 建国記念日祝射会 座間

11 競技力強化選手権（３）  武 20 （武・前日練習） 27.28 関東女子研修会（錬士） 　埼玉 28 湘南地区大会 　　座間

28 第５４回勤労者大会　武道館 21 無指定・武道館 28 関東連合審査　　 　  中央道場 ◆ 西湘地区大会　　 ◆

1 女子特別臨時審査         福岡

6土 実業団講習　（３） 武道館 5-7 講師研修会　　　　 　中央道場

13.14 四国臨時中央審査　　     徳島　　　 　21 平塚弓道大会

14 中学送別大会　武道館 14 対埼玉指導者射会         埼玉 22 横浜南北地区大会　　常盤

21 第３回初心者大会   武道館 20-22 第２８回全国高校選抜大会門真市

22 教士講習会  （２）   藤沢 29 都城特別臨時審査　　   　都城

◆ 関東女子研修会（教士） ◆ 28 しらさぎ射会　　　中井町

略記号

川　川崎市営富士見弓道場 武　　県立武道館 常　常盤公園弓道場 鎌 鎌倉武道館       藤　藤沢秩父宮記念体育館 茅　茅ヶ崎市総合体育館

相　相模原市総合体育館 相北　相模原市北総合体育館 相市　　相模原市体育館弓道場 海 大　大和スポーツセンター

平　平塚市総合体育館 秦　　秦野市総合体育館弓道場 厚　厚木東町スポーツセンター 栄 座　座間市体育館弓道場
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地   区   団   体

栄区本郷ふじやま公園弓道場 寒　寒川町総合体育館弓道場

3

12

海老名市運動公園 八　鶴岡八幡宮研修道場

2

1


