
　　　　  　　　　　　 　　　（令和元年５月８日現在）
月 日 行　　　事　　　名（県　　連） 場　所 月 日 行事名（学校・北陸三県・北信越・その他） 場　所 月 日 行　　事　　名（全　弓　連） 場　所

10 第４７回石川県弓道大会（ゆうゆうクラブ春の射会）　　　　　 石川武 17 第３４回石川県高等学校弓道春季錬成大会 石川武 ２（土） 東海地区連合審査会（女子のみ） 名古屋市

１６（土） 常任理事会　　AM１０：００　　理事会　ＰＭ１：００ 石川武 3 全日本女子弓道大会中日本の部 名古屋市

２１（祝） 第７９回金沢市弓道大会 石川武 ４～８ 講師研修会（４～５主任講師・６～８講師） 中央道場

２３（土） 平成３０年度第2回評議員会（概算決算・予算）　　PM２：００ 石川武 １６～１７ 「四国地区」臨時中央審査会 高松市

24 第５９回石川県春季弓道遠的大会　　　　　 石川武 ２５（月） 「都城」特別臨時中央審査会 都城市

31 第４１回加賀市弓道場開設記念北陸三県弓道大会 加賀市
１３（土） 第６６回全日本勤労者大会県予選　　ＰＭ１：３０　 石川武 ６～７ 平成３１年度北陸三県範教錬士会 富山市 ２７～３０ 特別外国講習会 名古屋市

14 第４回加賀地区女子講習会 小松市 14 第６６回北陸三県弓道選手権大会　　　　　　　　　　　 富山市

19（金） 石川護国神社春季例大祭奉納弓道大会  ＰＭ２：００ 兼六園弓 ２７（土） 強化部中学生講習会 石川武

20（土） 第２１５回石川県弓道定期審査（無指定・初段｛中学生・一部高校生｝） 石川武 28 石川県高等学校春季弓道大会（女子） 石川武

21 第２１５回石川県弓道定期審査（初段～四段） 石川武 ２９（祝） 石川県高等学校春季弓道大会（男子） 石川武

28 第６６回山中鳴弦会北陸近県弓道大会 加賀山中 ３０（火） 新潟大学医学部・金沢大学医学部定期対抗戦（主管：金大医学部） 石川武

29（祝） 第５３回石川県勤労者春季体育大会弓道競技 白山鶴来

29（祝） 第４９回全日本実業団北陸地区弓道大会（PM１：３０) 白山鶴来

12 第４３回能美市根上弓道場開設記念弓道大会 能美根上 １１（土） 春季県内大学定期対抗戦（主管：金沢大学） 石川武 ２（祝） 第７０回全日本弓道大会 京都市

1６（木） ゆーりんピック２０１９弓道交流大会（AM９：３０） 石川武 19 第５回北陸三県弓道遠的選手権大会 富山市 ３（祝） 第７０回全日本弓道大会　 京都市
１８（土） 令和元年度常任理事会　AM１０：００　　　理事会　PM１：００ 石川武 26 石川県高等学校総合体育大会兼全国・北信越予選（個人戦）小松・七尾 石川武 4 「京都」定期中央審査会　 京都市
１８（土） 令和元年度第1回評議員会（平成３０年度決算報告）　PM３：００ 石川武 ３０～３１ 石川県高等学校総合体育大会兼全国・北信越予選 石川武 5 「京都」定期中央審査会　 京都市

19 第４９回白山郷公園武道館鶴来弓道場開設記念弓道大会 白山鶴来 ６（祝） 「近畿」錬士臨時中央審査会 京都市

２５（土）全日本男子・女子選手権大会県代表選手選考会　AM９：００　　石川武 １１～１２ 「北信越」地区指導者講習会　　→　　中止 富山市

26 錬士受審者講習会 白山松任 １１～１２ 「北信越」地区指導者育成講習会　　→　　中止 長野市
１７～１９ 「東海地区」臨時中央審査会 浜松市
１８～１９ 「東京」特別学生臨時中央審査会 中央道場

23 理事会（午後） 中央道場

30 理事会（午前）臨時評議員会（午後）…定款変更等、 中央道場

2 百万石弓道まつり 金沢城 １（土） 石川県高等学校総合体育大会兼全国・北信越予選 石川武 ７～９ 第６６回全日本勤労者弓道選手権大会 出水市

2 範教錬士会研修会 小松市 2 北信越地区連合審査（飯山） 飯山市 9 「北信越地区」錬士臨時中央審査会　　　　　　　　 新潟市新津

9 範教錬士会研修会 加賀市 9 全日本学生弓道選手権大会 個人予選（主管：金沢工大） 石川武 16 「九州地区」錬士臨時中央審査会 熊本市

１5（土） 茨城国体最終選考会① 石川武 ２２（土） 岡本順文杯第１７回石川県中学生弓道大会 石川武 20 評議員会（午後）…決算、理事選任等 中央道場

16 茨城国体最終選考会②　　　　　 石川武 23 ３９回北陸三県中堅層講習会（四・五段有段者） 射水市 23 「北海道地区」錬士臨時中央審査会 三笠市

16 錬士受審者講習会 白山松任 29（土） 第７１回北陸地区国立大学体育大会弓道競技の部 金沢大学 ２９～３０ 第３１回全国大学弓道選抜大会 中央道場

30 第１５回中能登町弓道場開設記念弓道大会 中能登鹿島 30 「中国地区」錬士臨時中央審査会 米子市

30 第６２回金沢市民体育大会弓道競技（一般・大学生のみ） 石川武

7 ゆうゆうクラブ「七夕射会」（AM１０：００）　　 白山鶴来 7 北信越地区連合審査（射水） 射水市 ５（金） 「仙台」定期中央審査会 仙台市

14 第１５回能登地区女子講習会 羽咋市 7 第３８回北陸三県遠的弓道大会 富山市 ６（土） 「仙台」定期中央審査会 仙台市

１5（祝） 第４8回金沢市弓道講習会（一般・大学・高校） 石川武 １１～１２ ＪＲ西日本大会 石川武 7 「東北地区」錬士臨時中央審査会 仙台市

21 有段者講習会（弐段・参段・四段） 石川武 14 第５３回石川県中学校弓道大会 石川武 １５（祝） 全日本少年少女武道（弓道）錬成大会 日本武道館

28 有段者講習会（1級｛初段受審者｝・初段） 石川武 ２０（土） 第７４回国民体育大会弓道競技少年の部石川県予選会 石川武 ２０～２１ 学校弓道指導者講習会（中）　　→　　中止 名古屋市

28 第８回北信越弓道錬成大会（ブロック予選会） 富山市 ２６～２７ 第５０回全日本教職員弓道選手権大会 仙台市

28 「宮城」特別教員臨時中央審査会 仙台市

4 第７１回石川県民体育大会弓道競技　　　　　　 石川武 １～２ 高体連リーダー講習会 山中町 ７～１０ 第６４回全国高等学校弓道大会 都城市

11 第２１６回石川県弓道定期審査　　　　 　　　  　　　　（羽咋市）　  　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能美市 18 第４０回北信越国民体育大会弓道競技リハーサル 石川武 １７～１８ 第１６回全国中学生弓道大会 中央道場

１４（水） 第３５回白山比咩神社夏祭奉納弓道大会　神社特設会場　AM９：３０ 白山鶴来 ２３（金） 北信越弓道連合会理事会・公開練習 石川武 ２４～２５ 「北海道地区」臨時中央審査会 苫小牧市

１7（土） 常任理事会　AM10:00　　　理事会　ＰＭ２：００ 石川武 ２４～２５ 第４０回北信越国民体育大会弓道競技 石川武 25 「四国地区」錬士臨時中央審査会 高知市
３１（土） 第７０回全日本弓道遠的選手権大会出場選手選考会　ＰＭ２：００ 石川武 ３１（土） 「福岡」定期中央審査会 福岡市

1 石川国体開催記念弓道大会兼国体選手壮行射会 石川武 8 第４２回北陸三県近的弓道大会　　　　　　　　　　　　　　 富山市 1 「福岡」定期中央審査会 福岡市

8 級位受審者講習会①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石川武 １４（土） 福井大学・金沢工業大学定期対抗戦（主管・金沢工大） 石川武 ７～８ 「北信越地区」臨時中央審査会　 福井市

8 第２３回能登島武道館立野弓道場開設記念弓道大会（ゆうゆうクラブ秋の射会） 七尾能登島 15 第４２回石川県高等学校加賀地区弓道大会 小松市 １３～１５ 「関東地区」臨時中央審査会 横浜市

15 公認資格新規取得・更新講習会①（審判）　AM９：００～１２：００ 白山松任 15 第３３回石川県高等学校金沢地区弓道大会 石川武 ２０～２２ 第７０回全日本男子弓道選手権大会 伊勢市

１６(祝） 級位受審者講習会②  　　   　　      　　　（羽咋市）（小松市） 石川武 15 第４１回石川県高等学校能登地区弓道大会 七尾市 ２２～２４ 第５２回全日本女子弓道選手権大会 伊勢市

22 級位受審者講習会③  　　　　　　 　　　　　　　　　　　（小松市） 石川武 22 石川県スポーツ指導者研修会（日体協指導員資格更新講習会） 地場産業 ２７～２９ 中央研修会 中央道場

２３（祝） 第５３回石川県勤労者秋季体育大会弓道競技 小松市

29 第２１７回石川県無指定弓道審査　　　　　（羽咋市）（小松市） 石川武
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　　　　  　　　　　　 　　　（令和元年５月８日現在）

月 日 行　　　事　　　名（県　　連） 場　所 月 日 行事名（学校・北陸三県・北信越・その他） 場　所 月 日 行　　事　　名（全　弓　連） 場　所

6 第１4回志賀町弓道場開設記念弓道大会 志賀町 6 北信越地区連合審査（飯田） 飯田市 ４～７ 第７４回国民体育大会弓道競技 水戸市

１０（木） ゆうゆうクラブ弓道講習会 小松市 ２６（土） 第１３回中学生新人弓道大会 石川武 １２～１３ 「東北地区」臨時中央審査会 秋田市

１２～１３ 令和元年度石川県地域社会武道指導者研修会 石川武 １２～１３ 「中国地区」臨時中央審査会 山口市

１４（祝） 第４９回石川県秋季弓道遠的大会　　　　 石川武 １８～２０ 第７０回全日本弓道遠的選手権大会 中央道場

１４（祝） 第４８回北信越弓道選手権大会県代表選考会　（遠的大会終了後） 石川武 ２７～３０ 「東京」特別外国講習会 中央道場

１9（土 ） 石川護国神社秋季例大祭奉納弓道大会　　ＰＭ２：００ 兼六園弓 ３１（木） 「東京」定期中央審査会 中央道場

20 第６４回小松市開設記念北陸三県弓道大会 小松市

27 第２１８回石川県弓道定期審査 石川武

3 第3７回宝達志水町弓道場開設記念弓道大会  →　中止 宝達志水 ７～９ 石川県高等学校新人弓道大会兼第３８回全国高等学校選抜大会県予選 石川武 １（金） 「東京」定期中央審査会 中央道場

1６（土） 常任理事会　AM10:00　　　理事会　ＰＭ２：００ 石川武 ９（土） 北信越弓道連合会理事会・公開練習 小松市 ２（土） 「東京」定期中央審査会 中央道場

17 第６０回石川県弓道選手権大会　　　　　 石川武 10 第４９回北信越弓道選手権大会 小松市 3 明治神宮奉納全国弓道大会 中央道場

24 令和元年度金沢市弓道選手権大会 石川武 ９～１１ ねんりんピック和歌山２０１９弓道交流大会 田辺市 ９～１０ 「東海地区」錬士臨時中央審査会 岐阜市

２３（土） 秋季県内大学対抗戦（主管：金沢工大） 石川武 １６～１７ 「関東地区」錬士臨時中央審査会 中央道場

３０（土） 北陸弓道連合会会長・理事長会議 富山市 18（月） 「九州地区」臨時中央審査会 大津町

３0（土） 第１０回北陸三県中学生弓道錬成大会 石川武 ２２～２４ 「東京」特別学生臨時中央審査会 中央道場

２９～３０ 「近畿地区」臨時中央審査会 京都市

1 若手指導者育成事業講習会 石川武 15 第３１回石川県高等学校弓道冬季錬成大会 石川武 1 「近畿地区」臨時中央審査会 京都市

1 ゆうゆうクラブ役員会・納射会・懇親会　　 小松市 ２１～２２ 「東京」特別臨時中央審査会 中央道場

8 令和元年度金沢市弓道協会納射会 石川武 ２３～２５ 第３８回全国高等学校弓道選抜大会（調整中） 前橋市

１４～１５ 令和元年度範教錬士会 小松市

加盟団体納射会

加盟団体新年射初会 12 三十三間堂遠的大会 京都市

未定 称号者講習会 小松市

１～２ 女子講習会 小松市 １（土） 中学生リーダー講習会 宝達志水 ７（金） 「名古屋」定期中央審査会 名古屋市

１１（祝） 第５７回石川県耐寒百射弓道大会 石川武 9 第３５回石川県高等学校弓道如月大会 石川武 ８（土） 「名古屋」定期中央審査会 名古屋市

１５（土） 常任理事会　　　　PM２：００ 金沢市 ２７（木） 北信越弓道連合会理事会 富山市 9 「名古屋」定期中央審査会 名古屋市

１５（土） 令和元年度祝賀会 金沢市 ２９（土） 金沢大学・富山大学練習試合（主管・金沢大学） 石川武 ２９（土） 東海地区連合審査会（女子のみ） 名古屋市

２２（土） 公認資格新規取得・更新講習会②（審判・講師・審査員）AM９：００～１２：００ 石川武

２２（土） 審査員打ち合わせ会　PM１：００～３：００ 石川武

23 第４８回石川県弓道大会　　　　　 石川武

７（土） 常任理事会　AM１０：００　    　理事会　ＰＭ２：００ 異業種研修館 ６～８ 春季北信越学生弓道選手権大会（主管：金沢大学） 石川武 1 全日本女子弓道大会中日本の部 名古屋市

２０（祝） 第８０回金沢市弓道大会 石川武 15 第３６回石川県高等学校弓道春季錬成大会 石川武 ３～７ 講師研修会（３～４主任講師・５～７講師） 中央道場

２１（土） 常任理事会　AM10：００ 石川武 １３～１５ 「四国地区」臨時中央審査会 徳島市

２１（土） 令和元年度第2回評議員会（概算決算・予算）　　PM２：００ 石川武 １７～１９ 教士号取得特別講習会　　　　⇒　中止 中央道場

22 第６０回石川県春季弓道遠的大会　　　　　 石川武 ３０（月） 「都城」特別臨時中央審査会 都城市

29 第４２回加賀市弓道場開設記念北陸三県弓道大会 加賀市

県体 能美市・小松市
国体記念 かほく市・河北郡・金沢星稜大学
秋季遠的 金沢市・石川県立大学
県選手権 白山市・野々市市・金沢大学・金沢大学医学部

県大会 加賀市・金沢工業大学
春季遠的 七尾市・羽咋郡市・金沢学院大学

県大会運営ブロック
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