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主催 東京都学生弓道連盟 

共催  関東学生弓道連盟 
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１．日  時 平成２９年６月１１日（日） 個人予選（１次・２次・３次） 

              ６月１７日（土） 団体戦予選 

決勝トーナメント１回戦 

            ６月１８日（日） 団体決勝トーナメント 

OB 対抗戦、個人戦決勝 

 

２．参加資格  全日本学生弓道連盟に部員登録済みの者で、東京都学生弓道連 

       盟及び関東学生弓道連盟加盟校の部員 

 

３．個 人 戦 

 ３－１会  場  個人戦予選 各大学道場（別項参照） 

           個人戦決勝 日本武道館 

３－２競技方法  男子  一次予選  ２射１中以上通過 

              二次予選  ２射皆中通過 

三次予選  ２射皆中通過 

    決  勝  射詰、４射目より８寸的 

 

          女子  一次予選  ４射２中以上通過 

              二次予選  ２射１中以上通過 

              三次予選  ２射皆中通過 

          決  勝  射詰、４射目より８寸的 

・ 立射・持ち矢を引ききる（決定退場なし） 

・ 一次、二次、三次予選は、八人順立・一、三、五、七同時打ち起こ

し（中央大学会場のみ十二人立ち、詳細は役員の指示に従ってくだ

さい） 

・ 決勝は、六人順立・一、三、五同時打ち起こし     

・ 的中を逸した者の順位決定は、優勝決定以外は、尺二的の遠近競射

による。 

  ３－３表  彰  男子 優勝～１０位まで 

           女子 優勝～５位まで 

  ３－４個人戦予選進行予定 

（東京地区） 

６月１１日（日）午前 ９：２０    手伝い役員集合 

           ９：３０～   受付 

１０：００～  一次予選 

１０：４０～  二次予選 

１１：００～  三次予選 

            午後 １２：１０～  一次予選 

１２：５０～  二次予選 

１３：１０～  三次予選 
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・原則として、午前中が１，２年生、午後から３,４年生とします。 

・上記の時間は予定ですので、早まる場合があります。集合時間には 

余裕をもって行動をお願いします。          

 

（関東地区）     

・試合時間については各射場責任者（道場校）に一任する。 

３－５個人戦決勝進行予定  

６月１８日（日）～１３：３０ 欠場者報告 

１４：００～ 女子個人戦決勝 

                    男子個人戦決勝 

    ・女子個人戦決勝の終了次第、男子個人戦決勝を行います。 

・上記の時間は予定ですので、早まる場合があります。集合時間に    

 は余裕をもって行動をお願いします。    

    ・欠場者は１３:３０までに受付に報告をしてください 

３－６注意事項 

   ＊個人予選の手伝い役員は９:２０までに集合すること。 

   ＊時間には余裕を持って行動すること。 

   ＊自分の引くべき立が射位に入った後は、いかなる理由があろうとも遅

れての出場は認めない。 

   ＊前の選手の会で打起こすこと。過度に遅れて行射した場合失格とする

こともある。 

   ＊ゼッケンは右腰の見えやすい位置につけること。 

   ＊ゼッケンは個人予選当日に大学ごとに配布する。 

   ＊予選不通過者のゼッケンは予選終了後に大学ごとに受付に返却するこ

と。 

   ＊予選通過者のゼッケンは各大学で保管し、個人戦決勝当日に持参する

こと。 

   ＊個人戦決勝で射詰に残らなかった者はゼッケンを選手出口で直ちに返

却すること。 

   ＊ゼッケンは紛失しないように十分注意して保管すること。紛失した場

合は実費（３００円）を持って弁償していただきます。 

      ＊納射（優勝者・優勝校代表）は男子決勝射詰め八寸までに本部室に集合

すること。 

        第一射場・男子団体戦優勝  第二射場・男子個人戦優勝 

       第三射場・女子団体戦優勝  第四射場・女子個人戦優勝 

 

   ＊閉会式参加者（男女団体入賞校・男女個人入賞者・OB 対抗戦入賞校）

は納射開始までに招集控室に集合すること。 
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３－７個人予選会場校の皆さまへ 

   ＊各会場は９：１０までに掃除、的をかけて（８個、中央は１２個）役員

に引き渡してください。 

   ＊午後用の的８個（中央は１２個）、予備の的２個、看的用の的２個を残

しておいてください。 

   ＊記録、射場審判の机２個、椅子４個（師範席のある道場は不要）と、受

付用に机１個、椅子２個を用意してください。 

   ＊結果（記録がすべて記入された立組表・３次予選通過者一覧）を各会場

での３次予選終了後すぐに下記宛に FAXしてください。 

    TEL/FAX ０３（３２１５）４５８８ 

   ＊結果の送信が終わり次第、送られてきた備品（記録用紙や予選不通過者

のゼッケンなど）を段ボールにつめて下記宛先に速達・着払いで送って

ください。 

    宛先 東京都学生弓道連盟 

       〒１０２－００９１ 東京都千代田区北の丸公園２－３ 

                 日本武道館学生武道クラブ内 

 

４．団体戦 

 ４－１会  場 日本武道館 

 ４－２競技方法   

男子    六人順立 一人４射 

         予選 上位２４チーム通過 上位８チームをシード 

          決勝 トーナメント方式  

  

女子    三人順立 一人４射 

         予選 上位２４チーム通過 上位８チームをシード 

          決勝 トーナメント方式 

 

・同中の場合は一手競射を行い、決定せざる場合は決定するまで一本競

射を行う。但し、シードチームの決定においては同中の場合は抽選に

よりこれを決定する。 

・優勝決定戦、三位決定戦以外の立制限時間を男子１０分・女子６分と

する。（「行射開始の放送」から「落の四本目の離れ」まで）但し、弦

が切れた場合など射場審判が必要と認めた場合に限り、一分までロス

タイムを認める。 

・決勝トーナメントにおいては勝敗が決定しても全員行射すること。但 

し、進行の都合上射場審判の勧告により退場もありうる。 

    ・決勝トーナメントにおける同中競射は４射終了後すぐ行う。 

４－３表  彰 上位３大学 

４－４進行予定 ※詳細は別項参照 
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６月１７日（土） ７：４０    手伝い役員集合（武道館北口） 

         ８：００   開場 

         ９：００～  開会式 

         ９：３０～  男子団体戦予選 

         １４：００～ 女子団体戦予選 

         １６：３０～ 男子決勝トーナメント１回戦 

                女子決勝トーナメント１回戦 

 

６月１８日（日） ７：４０   手伝い役員集合（武道館北口） 

         ８：００   開場 

         ９：００～  女子決勝トーナメント２回戦 

                男子決勝トーナメント２回戦 

         １０：１０～ 女子決勝トーナメント３回戦 

                男子決勝トーナメント３回戦 

                 １０：５０～ 女子準決勝 

                男子準決勝 

         １１：２０～ 女子３位決定戦  

                男子３位決定戦  

         １１：５０～ 女子決勝  

                男子決勝 

・上記の時間は予定ですので、早まる場合があります。集合時間には 

余裕をもって行動をお願いします。    

・男女とも団体戦予選（同中競射終了後）終了後、直ちに決勝トーナ 

メント抽選会を行います。 

・前年度優勝者・優勝校は８：３０に武道館北口に集合してください。 

・開会式には必ず各校２～３名参加してください。 

 ４－５選手受付・選手交代 

    ・選手受付 

     試合当日は受付締切時間までに立順用紙を提出してください。 

  受付開始時間  男子８：００～  女子１１：００～ 

     受付締切時間  男子団体予選（ １－２４）・・・ ８：３０まで 

             男子団体予選（２５－４８）・・・ ９：２０まで 

             男子団体予選（４９－８４）・・・１０：２０まで 

             女子団体予選（ １－４０）・・・１２：２０まで 

             女子団体予選（４１－８７）・・・１３：２０まで 

             男子団体決勝（一回戦出場校）・・１５：００まで 

             女子団体決勝（一回戦出場校）・・１６：１５まで 

 

※一回戦出場校は抽選会場で貰った立順用紙を二組とも上記時間まで

に提出してください。 

※シード校は二日目８：３０までに二回戦の立順用紙を提出してくだ
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さい。 

※必ず 4 枚とも記入し、切り取ってから提出してください 

 

・選手交代 

選手交代をする場合は選手受付まで選手交代用紙を提出してくださ 

い。提出締切は以下の通りです。 

 

二回戦出場チ－ム（一回戦勝利校） ８：３０ 

三回戦以降             当該試合終了直後 

 ４－６諸 注 意 

＊出場予定時刻の最低１時間前には集合すること。また必ず受付時間内

に選手受付に登録すること。 

    ＊立順用紙・選手交替用紙等は、全て選手受付に提出すること。 

＊立順登録は、受付時間内に済ませること。二回戦以後に、選手交替の

ある場合は、当該試合終了後直ちに行うこと。但し、決勝トーナメン

トにおける同中競射においては、選手交代は認めない。 

＊一回戦から決勝戦までを一つの試合として登録を行うこと。すなわち、

すでに登録されている選手のうち男子６名・女子３名を出場選手とし

て登録し、ト－ナメント開始以後の立順変更及び交替した選手の再出

場は認めない。 

＊体配は予選は立射もしくは坐射、決勝トーナメントは坐射に統一する 

こと。 

＊第一控えに進む際に立が揃わない場合、その時点に座っている選手以

外は出場を認めない。 

＊試合進行の都合上、団体戦予選では入場の際に円陣を組むことを禁止

する。 

      ＊大会中に非常事態（地震・火災等）が発生した際には、必ず本部役員

の指示に従うこと。 

    ＊男子団体戦の女子出場について 

    ・特別の事情により男子団体戦のメンバ－６人が揃わない場合、２人ま

で女子の出場を認める。（但し、都学連委員長・関東学連委員長が特別

な事情と判断した場合のみ） 

    ・男子団体選手登録に登録した女子部員は、同大学が女子団体戦にも出

場する場合は女子団体選手登録することを認めない。 

    ・男子団体選手登録に登録した女子部員の個人戦については、女子個人

戦として扱う。（団体戦と個人戦は全く別ものとする。） 

    ＊同中競射終了後、直ちに決勝ト－ナメント抽選を行うので、決勝出場 

チ－ムの代表者は、男女それぞれ抽選会場に集合すること。 

＊矢立はアリーナ（射場）出口右にある。矢を間違えないように注意す 

ること。 
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    ＊納射（優勝者・優勝校代表）は男子決勝射詰め八寸までに本部室に集

合すること。 

        第一射場・男子団体戦優勝  第二射場・男子個人戦優勝 

       第三射場・女子団体戦優勝  第四射場・女子個人戦優勝 

 

       ＊閉会式参加者（男女団体入賞校・男女個人入賞者・OB 対抗戦入賞校） 

は納射開始までに招集控室に集合すること。 

５.OB対抗戦 

 ５－１会  場 日本武道館 

 ５－２競技方法  三人順立 一人四射  

          予選 上位１６チーム通過 

          決勝 的中数により順位決定 

５－３表  彰 上位３大学（同中の場合は合計年齢が大きい方が上位） 

・同中の場合、競射は行わず、射士三名の年齢合計が高いチームを優先 

する。 

 ５－４進行予定   ６月１８日（日）１１：１５  選手受付締切 

１２：１５～ OB会目録授与式 

                   １２：３０～  予選 

                                     １３：３０～ 決勝 

・上記の時間は予定であるので、早まる場合があります。集合時間には 

余裕をもって行動をお願いします. 

       ・決勝の選手交代は予選終了直後にお願いします。 

    ・閉会式参加者（男女団体入賞校・男女個人入賞者・OB 対抗戦入賞校） 

は納射開始までに招集控室に集合すること。 

６．注意事項             

＊本大会は、東京都学生弓道連盟規約ならびに第４７回全関東学生弓道選 

手権大会実施要項及び運営要項に従って行う。 

＊大会運営に際し、本部役員・各係の指示に従うこと。また、本大会に関 

する異議申し立ては、各大学責任者に限り大会運営本部に申し出るこ 

とが出来る。 

＊大会運営本部は、会長・副会長・大会委員長・大会副委員長をもって構 

成する。東京都学生弓道連盟または、関東学生弓道連盟に未登録の者 

及びすでに提出された選手名簿に記載されていない者が出場した場合、

その者の矢を無効にする。 

＊本大会の運営に支障をきたす行為があった場合、また学生にあるまじき 

不都合な行為があった場合は、個人・団体のいずれがなしたるに拘らず、

当該大学に対し懲戒処分をとる。 

＊アリ－ナ内には、役員・選手・介添及び監督以外の立ち入りを禁止する。 

＊中り矢がはね返って地についた場合、不的中とする。 

＊矢返しは原則として認めない。 

＊大会進行を円滑に行うため、予定時間を変更することがあるので、余 
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 裕のある行動をとること。 

＊日本武道館における禁止事項（プログラムの禁止事項を参照）を必ず 

守ること。 

  ・日本武道館内のコンセントは使用禁止 

・床や壁にテープ類の貼りつけは厳禁（特に部旗貼の際注意すること。 

違反した場合当該大学の今大会中の部旗貼を禁止する。） 

・喫煙は指定された灰皿のあるところのみで行なうこと。断じて、武道 

館内の床や武道館外に吸い殻を捨てないこと。 

・施設を大切に使用し、器物の損壊に気をつけること。 

＊禁止事項が守られないと、来年から日本武道館で大会が行えなくなり 

ます。もしそのようなことがあった場合、禁止事項を守らなかった大 

学には即刻、出場停止の処置をとらせていただきます。 

＊納 射（優勝者・優勝校代表）は男子決勝射詰め八寸までに本部室  

に集合すること。 

       第一射場・男子団体戦優勝  第二射場・男子個人戦優勝 

       第三射場・女子団体戦優勝  第四射場・女子個人戦優勝 

＊閉会式参加者（男女団体入賞校・男女個人入賞者・OB 対抗戦入賞校） 

は納射開始までに招集控室に集合すること。  



8 

 

７．大会備品 

矢  立  ：慶應義塾、東洋、日本、明治（各１個） 

  尺 二 的 ：東京都各大学（明治学院大学を除く）……各大学６個 

  八 寸 的 ：都学Ｉ～Ⅳ部校（男女どちらかでも属する場合提出、 

明治学院大学を除く）……各大学１個 

         ＜必ず市販されている８寸用の的紙を使用すること。＞ 

  線  的  ：明治学院……２個 

 

＜注意＞ 

・各備品は、６月１６日（金）１６時３０分～１７時に日本武道館第三小道 

場まで持参すること。 

   ・各大学共、備品には大学名を明記し、的はひもで縛らないこと 

  ・的および矢立は、６月１８日の閉会式終了後、本部の指示により、各大学

がそれぞれ持ち帰ること。（勝手に持ち帰らぬこと。） 

  ・的には必ず茶紙を用いること。ビニ的での提出は認められません。 

   万が一、ビニ的を提出してきた大学には６月１８日（土）の大会当日事務

所裏通路にて的を作り直して頂きますので注意してください。 
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８．参考資料 

 

第 47回全関東学生弓道選手権大会 個人予選会場 

 

第１会場 （明  治） 青山学院、桜美林、工学院、首都大学東京、成城、大正、 

東京工業、東京都市、法政、明治学院 

第２会場 （法  政） 亜細亜、國學院、国士舘、上智、専修、高千穂、東京外国語、 

東京学芸、東洋、二松学舎、一橋、立教 

第３会場 （日  本） 学習院、創価、中央、帝京、東京、東京医科歯科、東京工科、 

東京農業、明星 

第４会場 （東京農業） 慶應義塾、駒澤、電気通信、東京海洋、日本、明治、立正、 

早稲田 

第５会場 （東  京） 芝浦工業、成蹊、玉川、東京経済、東京農工、東京薬科、 

東京理科、武蔵 

第６会場 （専  修） 桜美林、お茶の水女子、学習院、学習院女子、首都大学東京、 

上智、成城、創価、中央、電気通信、東京経済、東京工業、 

東京都市、東京農工、東京理科、法政、明治、早稲田、 

  第７会場 （早 稲 田） 青山学院、國學院、国士舘、大正、高千穂、東京医科歯科、 

東京外国語、東京海洋、東京学芸、東京薬科、二松学舎、 

日本女子、武蔵、立正 

  第８会場 （中  央） 亜細亜、慶應義塾、工学院、駒澤、芝浦工業、成蹊、専修、 

玉川、帝京、東京、東京工科、東京農業、東洋、 

日本、日本女子体育、日本体育、一橋、明治学院、明星、立教 

 第９会場 （筑  波） 茨城、筑波、流通経済 

 第１０会場（宇 都 宮） 宇都宮、白鴎、帝京大学宇都宮キャンパス 

 第１１会場（群  馬） 群馬、高崎経済 

 第１２会場（獨  協） 埼玉、城西、女子栄養、駿河台、大東文化、東洋大学川越、 

獨協、日本工業、文教 

 第１３会場（千  葉） 神田外語、国際武道、淑徳、千葉、千葉工業、千葉商科、東邦、 

日本大学工科 

第１４会場（横浜国立） 麻布、神奈川、鎌倉女子、関東学院、鶴見、東海、 

日本大学生物資源科学部、防衛大学校、横浜国立、横浜市立 

 第１５会場（都留文科） 都留文科、山梨、山梨学院 
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進行予定表 

６月１７日（土） 団体戦予選、決勝ト－ナメント１回戦 

 第一射場 第二射場 第三射場 第四射場 

９：００ 

 

９：３０ 

男子団体 

予選 

 

 

１２：００ 

男 子 予 選

（続き） 

 

 

１４：００ 

 女子団体

予選 

 

 

 

 

 

１６：３０ 

男子 1 回戦 

女子 1 回戦 

開会式    

的替え ６的×４射場 

1、5、9、13、 

17、21、25、29、 

33、37、41、45 

2、6、10、14、 

18、22、26、30、 

34、38、42、46 

3、7、11、15、 

19、23、27、31、 

35、39、43、47 

4、8、12、16、 

20、24、28、32、 

36、40、44、48 

的替え ６的×４射場 

49、53、57、61、 

65、69、73、77 

81、 

50、54、58、62、 

66、70、74、78、 

82、 

51、55、59、63、 

67、71、75、79、 

83、 

52、56、60、64、 

68、72、76、80 

84 

同中競射 

的替え ６的×４射場 

1･2、9･10 

17･18、25･26 

33･34、41･42 

49･50、57･58 

65･66、73･74 

81･82  

3･4、  11･12 

19･20、27･28 

35･36、43･44 

51･52、59･60 

67･68、75･76 

83･84、 

5･6、  13･14 

21･22、29･30 

37･38、45･46 

53･54、61･62 

69･70、77･78 

85･86 

7･8、  15･16 

23･24、31･32 

39･40、47･48 

55･56、63･64 

71･72、79･80 

87 

同中競射 

的替え ６的×４射場 

2、8、14、20 3、9、15、21 4､10、16、22 5、11､17、23 

2･3、14･15 4･5、16･17 8･9、20･21 10･11、22･23 

１８：００終了予定 

 

男女とも団体予選（同中競射）終了後、直ちに決勝ト－ナメント抽選を行う。 

 

表中の数字は予選立順番号および決勝ト－ナメント番号 
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６月１８日（日） 団体戦決勝、ＯＢ対抗戦、個人戦決勝 

 

９：００ 

 

 

  団 

  体 

  戦 

  決 

  勝 

  ト 

  ー  

  ナ 

  メ 

  ン 

  ト 

 

１２：１５ 

１２：３０ 

ＯＢ対抗戦 

予選 

 

 

 

決勝 

 

１４：００ 

個人戦 

決勝 

 

 

 

 

１８：００ 

第一射場 第二射場 第三射場 第四射場   進行順 

１・２、 

９・１０ 

３・４、 

１１・１２ 

５・６、 

１３・１４ 

７・８、 

１５・１６ 

女子 

  二回戦 

① 、⑤、 

⑨、⑬、 

② 、⑥、 

⑩、⑭、 

③、⑦、 

⑨ 、⑮、 

③ 、⑧、 

⑩ 、⑯ 

男子 

  二回戦 

１・２ ３・４ ５・６ ７・８ 女子三回戦 

① 、⑤ ② 、⑥ ③ 、⑦ ④ 、⑧ 男子三回戦 

１ ２ ３ ４ 女子準決勝 

①  ②  ③  ④ 男子準決勝 

的替え（６的×２射場） 的替え（３的×２射場）  

 女子団体三位決定戦 女子三決 

男子団体三位決定戦  男子三決 

 女子団体優勝決定戦 女子決勝 

男子団体優勝決定戦  男子決勝 

的替え（６的×４射場） 

ＯＢ会目録授与式 

第一射場 第二射場 第三射場 第四射場 

1･２、9･10 

17･18、25･26 

33･34、41･42 

49･50、57･58 

65･66、70･71 

3･4、  11･12 

19･20、27･28 

35･36、43･44 

51･52、59･60 

67･68、72・73 

5･6、  13･14 

21･22、29･30 

37･38、45･46 

53･54、61･62 

69 

7･8、  15･16 

23･24、31･32 

39･40、47･48 

55･56、63･64 

 

1・2、9・10 3・4、11・12 5・6、13・14 7・8、15・16 

的替え（６的×４射場） 

女子個人戦決勝射詰（３本目まで全射場尺二的） 

        線的…第一射場  八寸的…第二・第三射場 

男子個人戦決勝射詰（３本目まで全射場尺二的） 

        線的…第一射場  八寸的…第二・第三射場 

的替え（１的×４射場） 

納射、閉会式 
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・手伝い役員について 

６月１１日（日） 個人戦予選（東京都） 

   ９：２０ 手伝い役員各会場集合 

 

 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 第８会場 

会場校 明 治 法 政 日 本 東 京 農 業 東 京 専 修 早稲田 中 央 

責任者 

（学連役員） 

武田   

川野 

清水 

荒木  

野口  

李 

石丸 

橋本 

浅瀬石  

小林 

竹沢  

小澤 

湯谷 

麦倉 

鈴木 

岩佐 

山口 

増田 

作田 

黒崎 

山本 

 

金子 

曾根  

加藤 

山下 

関  

山口（亜） 

赤澤 

西塚 

招集 法 政 専 修 東京農業 慶應義塾 東京経済 学習院 青山学院 慶應義塾 

的前審判 

（各校３名） 

首都大学東京 

東京工業 

一 橋 

東 洋 

東 京 

学習院 

日 本 

早稲田 

成  蹊 

玉 川 

成 城 

中 央 

國學院 

東京外国語 

成 蹊 

明治学院 

記録 明治学院 立 教 帝 京 明 治 東京理科 東京農工 東京学芸 東京農業 

掲示 青山学院 東京外国語 東京工科 駒 澤 東京農工 上 智 東京海洋 専 修 

受付 桜美林 上 智 中 央 東京海洋 芝浦工業 早稲田 東京薬科 一 橋 

的前審判のみ 各校３名、それ以外 各校２名 
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６月１６日（金） 前日準備 

  １７：００  学連事務所集合  

青山学院 桜美林 学習院 國學院 成蹊 東京工業 東京農工   

東洋 一橋 法政 明治 明治学院   

（各校２名） 

 ※私服で構いません。 

 

６月１７日(土)・１８日(日) 団体戦・ＯＢ対抗戦・個人戦決勝 

７：４０武道館北口集合 

＜大会補佐＞ 各大学２名（招集は３名） 

 第一射場 第二射場 第三射場 第四射場 

招集 慶應義塾 早稲田 東京 一橋 

射   

場 

審判 横浜市立 横浜市立 東京工業 東京工業 

記録 千葉 日本女子 日本 上智 

連絡 玉川 東京理科 

 

的前 

 

帝京 首都大学東京 東京経済 芝浦工業 

大正 専修 東京海洋 國學院 

明治 東京外国語 立教 東京医科歯科 

掲示 東京工科 

警備 埼玉、大東文化、千葉工業、青山学院、駒澤 

 

 

 

＜女子大会補佐＞  

 来賓受付：成城（２名） 

 選手受付：お茶の水女子（２名） 

 接待  ：学習院（２名）  

 正式記録：慶應義塾（２名） 

 

 


