
橿原市弓道協会便覧

令和３年度



顧問 竹村　邦夫 明﨑　静代 森　昌彦

名誉会長 井倉　康裕

会長 阪中　計夫

副会長 山本　元祥 衞藤　博史

理事長

理事 綿松　昭寛 長濱　正伸 東中　千佳

中野　順平 原田　祐介 西尾　信行

会計 原田　温美

監事 鳥山　依子 境　陽子

リーダー サブリーダー

（原田　温美）

衞藤　明美

（長濱　正伸） （東中　千佳）

（綿松　昭寛）

(向　恵) (前川　なつき) (角田　圭一郎)

(野村　真)

（林　秀子）

（鳥山　依子）

川本　諭志

（西尾　信行）

主担当

地連審査 綿松　昭寛 野村　真 東中　千佳

中央・連合審査 衞藤　博史

県連他競技 原田　祐介 奥田　章人 野村　真

県連講習会 東中　千佳 野村　真 榎田　容子

県連シニア 西尾　信行 鳥山　依子 榎田　容子

ホームページ 前川　なつき 衞藤　博史

主担当

武道演武大会 衞藤　博史

夏の懇親会 実施時指名

忘年会 実施時指名

会計 原田　温美 （鳥山　依子）

育成 綿松　昭寛

《　役員・業務担当　》

（衞藤　博史：事務局担当）

令和２・３年度　役員一覧

令和３年度　業務分担表

総務（事務局） 衞藤　博史 前川　なつき

嶋田　往弘(中学校)

担当

奥田　章人

公苑道場 長濱　正伸 角田　圭一郎

橿原中学道場 西尾　信行 野村　真

林　秀子

令和３年度　個別行事担当
担当

令和３年度　事務処理担当
担当

スクール 東中　千佳 長濱　有美

平日昼間練習 鳥山　依子 向　恵

競技 原田　祐介

白橿中学道場 中野　順平 榎田　容子



中央公民館

第２回運営会議 中央公民館

第３回運営会議

１０時～

１０時～

3/21（月）

会議名

第１回運営会議

１０時～

令和３年度　役員会・総会一覧

会場

会場は、変更になる場合があります。

中央公民館

総会 中央公民館

実施日時

7/10（土） １０時～

11/27（土）

3/5（土）



１．承認者・提出先

承認者 事務処理担当

橿原中学道場 森　昌彦 野村　真

市協会直轄

及び白橿中学道場

２．締切

県連締切日の前週土曜日

３．諸注意

（１）事前に承認者に受審の了解を得ること。

（２）県連便覧を参照の上、申請書記載内容等の記載漏れ・間違い等の

　　　無いよう注意すること。

（３）審査料は申込時にお釣りの無いように支払うこと。

１．提出先

理事長

２．締切

県連締切日の前週土曜日

３．諸注意

（１）連合審査については、事前に承認者に受審の了解を得ること。

（２）県連便覧を参照の上、申請書記載内容等の記載漏れ・間違いの

　　　無いよう注意すること。

（３）審査料は申込時にお釣りの無いように支払うこと。

阪中　計夫 綿松　昭寛

【地連審査】

【連合審査・中央審査】

《　審査　》



１．担当者

責任者

（東中　千佳） ＜橿原公苑＞

野村　真 ＜橿原中学＞

榎田　容子 ＜白橿中学＞

２．申込方法

　各道場担当者は、県連講習会案内を掲示し、県連申込締切日の一週間前までに

参加者の取りまとめを行い、責任者に連絡する。

　※詳細は、県連便覧を参照の上、参加資格・締切日等を確認すること。

１．担当者

責任者

（西尾　信行） ＜橿原公苑＞

鳥山　依子 ＜橿原中学＞

榎田　容子 ＜白橿中学＞

２．申込方法

　各道場担当者は、県連シニア関連行事の案内を掲示し、県連申込締切日の一週間前までに

参加者の取りまとめを行い、責任者に連絡する。

　※詳細は、県連便覧を参照の上、参加資格・締切日等を確認すること。

西尾　信行

《　県連講習会　》

道場担当者

東中　千佳

《　県連シニア行事　》

道場担当者



１．月例研修会

　毎月指定した日に橿原公苑弓道場を会場とし、研修会を実施する。

２．遠的練習会

　遠的を含む競技会前、三十三間堂前のオフシーズンに香久山遠的場にて、

遠的練習会を実施する。

３．合宿研修会

　県外道場にて、１泊２日の合宿研修会を年１回(秋季)実施する。

４．令和３年度　研修会・遠的練習会一覧

会場

月例研修会(４月) 4月29日(木) 9:00～17:00 橿原公苑弓道場

遠的練習会１ 5月8日(土) 9:00～12:00 香久山遠的場

月例研修会(５月) 5月8日(土) 18:00～21:00 橿原公苑弓道場

月例研修会(６月) 6月18日(金) 19:00～21:00 橿原公苑弓道場

遠的練習会２ 7月3日(土) 9:00～12:00 香久山遠的場

月例研修会(７月) 7月23日(金) 18:00～21:00 橿原公苑弓道場

月例研修会(８月) 8月28日(土) 18:00～21:00 橿原公苑弓道場

月例研修会(９月) 9月26日(日) 9:00～17:00 橿原公苑弓道場

遠的練習会3 10月16日(土) 9:00～12:00 香久山遠的場

月例研修会(１０月) 10月23日(土) 9:00～17:00 橿原公苑弓道場

合宿研修会 未定

月例研修会(１１月) 11月13日(土) 18:00～21:00 橿原公苑弓道場

遠的練習会３ 12月4日(土) 9:00～12:00 香久山遠的場

月例研修会(１２月) 12月11日(土) 18:00～21:00 橿原公苑弓道場

遠的練習会４ 12月18日(土) 9:00～12:00 香久山遠的場

遠的練習会５ 1月15日(土) 9:00～12:00 香久山遠的場

月例研修会(１月) 1月23日(日) 9:00～17:00 橿原公苑弓道場

月例研修会(２月) 2月23日(水) 9:00～17:00 橿原公苑弓道場

月例研修会(３月) 3月12日(土) 9:00～17:00 橿原公苑弓道場

遠的練習会６ 3月26日(土) 9:00～12:00 香久山遠的場

日時

《　研修会・遠的練習会　》

１１月６・７日



１．日時

曜日 時間

金・土 18:00～21:00

水 9:00～12:00

２．場所

橿原公苑弓道場

３．鍵の開け閉め・準備

　最初に来た者は、第１体育館受付で弓道場の鍵を受け取り、門扉・看的小屋・道場の

鍵を開けて、準備を行って下さい。

　的は、安土場裏の橿原市弓道協会の的置き場より、持ってきて立てて下さい。

　金・土は、20:45頃には練習を終了し、練習参加者全員で安土整備等後片付けを行い、

21:00までに鍵を第１体育館受付に返却するようにして下さい。

４．練習中止日

2021年4月10日(土) 2021年7月21日(水) 2021年8月11日(水) 2021年9月15日(水)

2021年11月3日(水) 2021年12月29日(水) 2021年12月31日(金) 2022年1月1日(土)

2022年1月5日(水) 2022年1月7日(金) 2022年2月23日(水)

１．日時

曜日 時間

月・木・土 19:00～21:00

２．場所

橿原中学校弓道場

３．鍵の開け閉め・準備

　鍵の開け閉めは、橿原中学道場メンバー中心に行って頂きますが、その他のメンバーも

可能な方はお手伝いをお願いします。

　後片付けは、参加者全員で行いましょう。

１．日時

曜日 時間

水 19:00～21:00

土 18:00～21:00

日・祝 14:00～17:00

２．場所

白橿中学校弓道場

３．鍵の開け閉め・準備

　鍵は、鍵ボックスに入っています。最初に来られた方が開けて下さい。

　暗証番号は、定期的に変更しますので、不明な場合は事務局まで問合せ下さい。

　後片付けは、参加者全員で行いましょう。

備考

祝日及び特定日を除く

公苑練習会の無い日のみ

不定期

《　練習会　》

【市練習会】

【橿原中学道場練習会】

【白橿中学道場練習会】

備考

特定日を除く

備考

特定日を除く

特定日を除く



１．担当者

責任者

奥田　章人 ＜橿原公苑＞

野村　真 ＜橿原中学＞

（原田　祐介） ＜白橿中学＞

２．運営方法

（１）市協会主催

　　各道場担当者は、競技会の案内を掲示し、事前に申し込みが必要なものについては、

　それぞれの競技会の取りまとめ期日までに参加者のとりまとめを行う。

　但し、当日の参加申込についてはそれを拒まない。

　詳細は、大会実施要項を参照のこと。

（２）県連主催・近畿連合会主催

　　各道場担当者は、競技会の案内を掲示し、県連申込締切日の一週間前までに参加者の

　取りまとめを行い、競技会責任者に連絡する。

　　競技会責任者は、各道場からの申し込みを取りまとめ、県連窓口に申し込みを行う。

　また、団体競技については、基本的に参加者にて団体を組むが、端数等については、

　競技会責任者と各道場担当者が調整する。

(３)その他

　　その他、県内外の競技会についても基本的に市協会にてとりまとめを行い、

　申込処理をすることとする。

　　但し、申し込み方法が県連等で指定されているもの（京都大会等）については

　その方法に従うものとする。

※県連主催の競技会・大会については、県連便覧を参照のこと。

《　競技会・大会　》

道場担当者

原田　祐介



令和３年度　競技会等日程一覧

実施日 競技会名 会場 種別 申込締切 担当役員

角田

5/9（日）

総合選手権

橿原公苑
近的
遠的

4/25（日） 原田(祐)

県体橿原市代表選手選考会

7/25（日） 夏の百射会 橿原公苑 近的 7/11（日）

西尾

8/8（日） 昆布杯弓道大会 橿原公苑 近的 7/25（日） 原田(祐)

9/18（土） 観月射会 橿原公苑 近的 9/4（土）

林

10/17（日） 橿原市民体育大会 橿原公苑
近的
遠的

10/3（日） 奥田(章)

12/26（日） 納射会 橿原公苑 近的 －

中野

1/3（月） 冬の百射会 白橿中学 近的 12/19（日） 原田（温）

1/8（土） 射初会 橿原公苑 近的 －

各競技共、原則として事前申し込みとする。



１．期　日 ２０２１年　５月９日（日）

２．日　程 開場
９：２０ 受付締切
９：３０ 開会式
９：４５ 矢渡し

１０：００ 競技開始

３．会　場 県立橿原公苑弓道場・橿原庭球場遠的場

４．競技種目 近的競技・遠的競技による総合競技

５．競技種類 個人戦

６．競技種別 男子四段以下の部、男子五段以上の部、
女子弐段以下の部、女子参段以上の部、
オープンの部

７．競技方法 ・射数は近的１２射、遠的１２射（各４矢３回）計２４射とする。
・行射は３人立ち２射場を原則とし、近的は坐射、遠的は立射で行う。
・雨天の場合、遠的種目を近的で行うことがある。
・遠的競技進行途中から降雨の場合、男女ともそれぞれ出場選手全員に
　共通の射数を有効とし、以降の射数については協議の上、決定する。
・近的、遠的とも的中制とし、両種目の合計的中数で順位を決定する。
・同中の場合は、近的による各自１射の射詰競射により順位を決定する。
　但し、１位以外については遠近競射により順位を決定する。
・受付に遅れた者の出場は認めるが、最初の一立ち目は棄権とみなす、
　あるいは既に競技に入っている立は棄権とみなす。

８．競技規程 全日本弓道連盟「競技規則」による。

９．表　彰 男子の各部及び女子の各部の１～３位に表彰状を授与する。

10．参加資格 ・オープンの部以外は、橿原市弓道協会の会員とする。
・オーブンの部は、橿原市弓道協会以外の有段者及び県体代表選考対象者とする。
・競技役員の参加も認める。

11．選考委員 会長が委嘱する。

12．代表選考
（１） 選手等は選考委員による選考会で決定する。
（２） 選手の選考は、市協会行事・県連行事への参加・成績、及び選考会での

的中数、射技、体配等を総合して行う。
（３） 男女それぞれ選手３名と補欠１名及び監督を橿原市民より選考する。

以　上

令和３年度　橿原市弓道総合選手権大会
（兼　県民体育大会橿原市代表選手選考会）

９：００



１．期　日 ２０２１年　７月２５日（日）

２．日　程 開場
９：２０ 受付締切
９：３０ 開会式
９：４５ 競技開始

３．会　場 県立橿原公苑弓道場

４．競技種目 近的競技

５．競技種類 個人戦

６．競技種別 一般の部

７．競技方法 ・射数は近的１００射（各４矢立射２５回）とする。
・同中の場合、競射は行わない。
・途中参加も認める。

８．競技規程 全日本弓道連盟「競技規則」による。

９．表　彰 １～５位を発表し、その栄誉を讃える。

10．参加資格 ・橿原市弓道協会の会員及び弓道愛好家の有段者とする。
・競技役員の参加を認める。

以　上

令和３年度　夏の百射会

９：００



１．期　日 ２０２０年８月８日（日）

２．日　程 開場
９：２０ 受付締切
９：３０ 開会式
９：４５ 矢渡し

１０：００ 競技開始

３．会　場 県立橿原公苑弓道場

４．競技種目 近的競技

５．競技種類 個人戦

６．競技種別 協会会員の部
弓道教室の部
中学生の部

７．競技方法 ・射数は近的坐射１０射（一手１回、４矢２回）とする。
　但し、弓道教室の部は立射１０射（一手５回）とする。
・弓道教室の部以外は、最初の一手は「審査における行射の要領」で行う。
・同中の場合は、近的による各自１射の射詰競射により順位を決定する。
　但し、１位以外については遠近競射により順位を決定する。
　尚、弓道教室の部では、１位についても遠近競射とする場合がある。
・中学生の部については、最初の一手を採点委員により採点し、
　採点委員協議の上、射技の最優秀賞と優秀賞を決定する。
・協会会員の部については、五段以下の最初の一手を採点委員により採点し、
　結果を発表、掲示する。

８．競技規程 全日本弓道連盟「競技規則」による。

９．表　彰 ・協会会員の部
的中の１位～３位を表彰する。
射技最優秀賞（最高得点者）を表彰する。

・弓道教室の部
的中の１位にトロフィーを授与する。

・中学生の部
男女それぞれ的中１位～３位にトロフィーを授与する。
射技最優秀者１名と優秀者２名に盾を授与する。

10．参加資格 ・協会会員の部：協会会員とする。
・弓道教室の部：橿原市弓道スクール本年度生（同等者を含む）とする。
・中学生の部　：市内中学弓道部在籍の３年生。
・競技役員の参加も認める。

11．採点委員 会長が委嘱する。

12．採点基準
・一本を１００点満点とし、採点する。

・中学生は、採点委員全員の合計点数を元に採点委員協議の上、

　最優秀賞１名、優秀賞２名を決定する。

・協会会員の部は採点委員全員の合計点数の最高得点者を

　最優秀賞とする。

　同点の場合は、段級位下位のもの、現段級位歴の浅いもの、

　年齢の若いものの順で、最優秀賞１名を決定する。

以　上

第１３回　昆布杯弓道大会

９：００



１．期　日 ２０２１年　９月１８日（土）

２．日　程 開場
１８：２０ 開会式
１８：３０ 矢渡し
１８：５０ 競技開始

３．会　場 県立橿原公苑弓道場

４．競技種目 近的競技

５．競技種類 個人戦

６．競技種別 一般の部

７．競技方法 －１． 尺二霞的：一手坐射（的中制）
－２． 絵的（大的）：１本（得点制）
－３． 金的：１本（的中制）
３競技の総合得点により、順位を決定する。
絵的の得点方法及び金的の得点は当日発表する。
同点の場合は、尺二霞的による射詰競射により順位を決定する。
但し、１位以外については遠近競射に順位を決定する。

８．競技規程 全日本弓道連盟「競技規則」による。

９．表　彰 １～２０位程度に商品を授与する。

10．参加資格 ・橿原市弓道協会の会員とする。
・競技役員の参加を認める。

以　上

令和３年度　観月射会

１８：００



１．期　日 ２０２１年１０月１７日（日）

２．日　程 開場
９：２０ 受付締切
９：３０ 開会式
９：４５ 競技開始

３．会　場 県立橿原公苑弓道場・橿原庭球場遠的場

４．競技種目 近的競技・遠的競技（一般の部及びオープンの部は総合競技）

５．競技種類 個人戦

６．競技種別 中学生男子の部、中学生女子の部
高校生男子の部、高校生女子の部
一般男子の部、一般女子の部
オープンの部

７．競技方法 ・射数は近的８射、遠的８射（各４矢２回）とする。
※中学生の部の競技方法、運営は中学校弓道部の顧問に一任し、一般の部、
　オープンの部及び高校生の部の競技方法、運営は以下の通りとする。
・行射は３人立ち２射場を原則とし、近的は坐射、遠的は立射で行う。
・雨天の場合、遠的種目を近的で行うことがある。
・遠的競技進行途中から降雨の場合、男女ともそれぞれ出場選手全員に
　共通の射数を有効とし、以降の射数については協議の上、決定する。
・近的、遠的とも的中制とし、一般の部及びオープンの部は、両種目の
　合計的中数で順位を決定し、高校生の部はそれぞれの種目にて順位を
　決定する。
・同中の場合は、一般の部及びオープンの部は、近的による各自１射の
　射詰競射により順位を決定する。
　高校生の部は、それぞれの種目において各自１射の射詰競射により順位を
　決定する。但し、１位以外については遠近競射により順位を決定する。
・受付に遅れた者の出場は認めるが、最初の一立ち目は棄権とみなす、
　あるいは既に競技に入っている立は棄権とみなす。

８．競技規程 全日本弓道連盟「競技規則」による。

９．表　彰 各種別種目（オープンの部を除く）ごとに１～３位に表彰状及び
メダルを授与する。

10．参加資格 ・オープンの部以外は、橿原市在住、在学、在勤者とする。
・オーブンの部は、その他の有段者とする（協会会員は級位も可）。
・競技役員の参加も認める。

以　上

第６６回　橿原市市民体育大会弓道の部

９：００



１．期　日 ２０２１年１２月２６日（日）

２．日　程 開会式
１３：１５ 一手行射

（時間があれば、余興的を実施）
１５：３０ 納射
１５：５０ 閉会式

３．会　場 県立橿原公苑弓道場

４．参加資格 ・橿原市弓道協会の会員とする。
・その他弓道愛好家の参加も可とする。

以　上

令和３年　納射会

１３：００



１．期　日 ２０２２年　１月　３日（月）

２．日　程 開場
８：２０ 受付締切
８：３０ 開会式
８：４５ 競技開始

３．会　場 白橿中学校弓道場

４．競技種目 近的競技

５．競技種類 個人戦

６．競技種別 一般の部

７．競技方法 ・射数は近的１００射（各４矢立射２５回）とする。
・同中の場合、競射は行わない。
・途中参加も認める。

８．競技規程 全日本弓道連盟「競技規則」による。

９．表　彰 １～５位を発表し、その栄誉を讃える。

10．参加資格 ・橿原市弓道協会の会員及び弓道愛好家の有段者とする。
・競技役員の参加を認める。

以　上

令和３年度　冬の百射会

８：００



１．期　日 ２０２２年１月８日（土）

２．日　程 開場
１８：２０ 開会式
１８：３０ 矢渡し
１８：４５ 一手行射

余興的（絵的・金的）

３．会　場 県立橿原公苑弓道場

４．余興的
【絵的】
・弐段以下の会員が対象
・尺二、八寸的を若干数準備し、的中者が持ち帰る
・一的的中するまでは、何本でも射ることが可能
　（未取得者による遠近法により的中とすることもある）

【金的】
・全会員が対象
・各自一射のみとするが、的中者が出た時点で終了とする

５．参加資格 ・橿原市弓道協会の会員とする。
・競技役員の参加を認める。

以　上

令和４年　新年射初会

１８：００



競技部

※敬称略

射手

総合選手権 5月9日 日 阪中 西村 仲倉

昆布杯 8月8日 日 東中 向 大野

観月射会 9月18日 土 長濱（有） 森尾（和） 丸山

納射会 12月26日 日 長濱（正） 森尾（雅） 岸田

射初会 1月8日 土 山本 川本（諭） 黒見

実施日 介添え

◆射手は称号者にて、実施する
◆介添えは、参段・四段の中から検討
　該当者がいなければ、五段からも選ぶ

※研修会・合宿研修等育成担当の行事にて矢渡しを実施する場合は、育成担当役員にて検討する。

令和3年度　矢渡し・介添え担当一覧表



１．行事予定・練習日の確認について

行事予定や各道場の不定期練習日（時間）については、下記のインターネット上の

スケジュール管理システム「りざぶ郎」にて、確認できます。

直接ＵＲＬを入力

http://www.r326.com/b/main.aspx?id=shira

りざぶ郎のトップページから

http://www.r326.com/

予約表idでアクセスに shira と入力し、ジャンプをクリック

橿原市弓道協会のホームページから

行事予定のページの行事カレンダーはこちらをクリック

２．協会所有の弓具の利用について

協会所有の弓具の専有利用については、練習生を除き、新入会から１年程度とします。

それ以降については、弓についても各自で準備して下さい。

《　その他　》


