
 

 

 

 

 

 

第 45回 

学生弓道合同研修会 

 

 

 

 

 

期日 12 月 14 日（土）・15 日（日） 

場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

 

 

主催 東京都学生弓道連盟 

後援 全日本学生弓道連盟 



学生弓道合同研修会役員名簿 

 

本部顧問   会長   小笠原 清忠 

       副会長  廣田 勝紀 

     米田 文彦 

 

実行本部（学連役員） 

東京都学生弓道連盟 

 委員長      大森 青馬  （早稲田大学） 

 副委員長     須永 樹   （國學院大學） 

 副委員長 会計  川田 崚介  （芝浦工業大学） 

副委員長 総務  加納 響   （東京工業大学） 

 女子部委員長   鈴木 菜々子 （明治学院大学） 

 女子部副委員長  宮下 惠美子 （学習院大学） 

 専任委員会計   西森 颯   （専修大学） 

 専任委員書記   五島 健太  （慶應義塾大学） 

          平林 拓   （成蹊大学） 

          瀧  航多  （駒澤大学） 

運営委員     三橋 有乃  （学習院大学） 

          横田 彩絵  （日本女子大学） 

全日本学生弓道連盟 

 委員長      三浦 知拓  （一橋大学） 

 副委員長     古川 隼   （東京大学） 

副委員長 会計  神原 茉佑子 （青山学院大学） 

 副委員長 総務  椎名 優斗  （法政大学） 

 女子部委員長   牧野 桃子  （明治大学） 

 女子部副委員長  児玉 美月  （立教大学） 

 執行委員     野口 大介  （東京大学） 

          大河原 弘貴 （首都大学東京） 

          高野 海斗  （東京理科大学） 

          佐々木 匠  （工学院大学） 

          立岡 真由子 （立教大学） 

          倉田 瑞生  （帝京大学） 



期日：令和元年１２月１４日（土）、１５日（日） 

 

 

主催：東京都学生弓道連盟 

 

 

後援：全日本学生弓道連盟 

 

 

場所：東京都渋谷区神園町３－１  

   国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

 

目的 １）学生弓道の現状を考察し、今後の問題点を明らかにする。 

   ２）連盟加盟校間の親睦と交流を図る。 

   ３）加盟校と学連の親睦と交流を図る。 

   ４）弓道に関する認識を深める。 

 

本研修会内容  １）リーグ戦表彰式 

        ２）リーグブロック分け抽選会 

        ３）討論会  

 

 



日程一覧 

１２月１４日（土）                               

１０：３０   受付（センター棟 1 階 101 入口） 

       ・各校代表者 1 名が行ってください。 

１１：００  リーグ戦表彰式（センター棟 101） 

 

１２：００  昼食（センター棟 2 階「カフェテリアふじ」） 

 

１３：００  リーグブロック分け抽選会 

※終了次第 15:00 まで各大学で練習試合を組む時間とします。 

１５：００  全体討論会 

１７：００  討論会終了 

 

１７：３０  シーツ配布（宿泊棟 A 棟 1 階エントランスホールを予定） 

       ・宿泊棟 A 棟の１階シーツ受渡所でシーツ、枕カバーの受け渡しを

行いますので、大学ごとに取りに来てください。 

１８：００  夕食（センター棟 2 階「カフェテリアふじ」） 

 

１９：００  全体討論会 

・ジャージでも可。ネームプレートは必ず身に付けてください。 

       ブロック別討論会（旧ブロックで行います） 

２１：００  全体討論会終了 

※ 浴室使用時間は１７：００～２３：００です。 

※ 各自時間には十分注意し、余裕を持って行動してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２月１５日（日） 

７：１５   清掃・片付け完了 

・起床後、直ちに部屋の清掃をしてください。入室時の状態に整理・ 

整頓してください。７：１５より学連役員が各部屋を見回ります。 

・学連役員に清掃終了と認められたら、シーツを返却後、荷物を持 

って朝食をとってください。 

 

７：１５～   シーツ回収（宿泊棟 A 棟 1 階エントランスホールを予定） 

・シーツはきちんとたたみ、部屋ごとにまとめて配布場所へ返して  

ください。 

・鍵は 1 階の学連役員に渡してください（鍵は閉めないで下さい）。 

 

８：００   朝食（センター棟 2 階「カフェテリアふじ」） 

 

９：３０   全体討論会（センター棟 1 階 101） 

       

１１：３０  全体討論会終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注意事項 

 

１，宿泊部屋割り  当日配布する部屋割り表参照 

 

２，生活指導上の注意 

① 各大学の代表として責任ある行動をとること。 

② 夜間・無断外出は禁止。夜は静かにすること。他の宿泊者もいます。 

③ 火災、その他緊急事態が発生した場合は職員並びに学連役員の指示に従い整

然と行動すること。 

④ 部屋においての喫煙・飲食は厳禁。所定の場所で喫煙のこと。 

⑤ 部屋の鍵、シーツ、食券等は大学ごとに取りに来ること。 

⑥ 時間厳守（予定に従い、会議の時間、食事の時間等必ず守ること） 

⑦ 部屋を出るときは消灯し、貴重品は各自で管理すること。 

⑧ 配布したネームプレートは必ずつけること。 

 

３，服装・持ち物 

  正装、洗面用具(シャンプー等も)、筆記用具、着替え、健康保険証 etc 

  ※夜の討論会はジャージ等でも可。 

 

４，・他のお客様もいるので特に夜は静かにしてください。 

  ・部屋にゴミを残したり、シーツなど部屋の物を汚したりすることは  

   絶対にしないでください。 

 

５，尚、鍵の紛失は、全額実費負担となります。（約 7000 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議題 

１．全体討論会   

 この全体討論会では学連から提案する議題、及び事前に委員会等で配布したアン

ケート結果をもとに現在の問題点について話し合っていきます。 

Ⅰ）女子部記録会制限時間について 

Ⅱ）全関東大会の男子団体の制限時間に関して 

Ⅲ）東京都学生弓道連盟本部に関して 

Ⅳ）的の規則に関して 

Ⅴ）リーグ戦ブロック校数の不均衡に関して 

Ⅵ）リーグ戦入替え後の順位に関して 

Ⅶ）リーグ戦、道場貸出数減少に関して 

Ⅷ）的中確認時の矢取りに関して 

Ⅸ）定時総会の日程に関して 

Ｘ）学連役員の役職の表記に関して 

Ⅺ）リーグ戦の勝敗数のカウントについて 

 

その他 

・ 学連役員の選出について 

・ 令和２年全国大学弓道選抜大会推薦校について 

・ 全関および全日個人予選会場について 

・ 第 50 回全関大会について 

・ インカレについて 

2．リーグブロック別討論会 

 自己紹介を兼ねてブロック別に話し合って頂きます。全体討論会の準備として意

見を交換するほか、学連役員が各ブロックの議長を務めますので、学連に対する質

問・要望がありましたら、率直に遠慮なく意見を述べてください。 

 

Ⅰ）自己紹介 

Ⅱ）各議題についての討論 

Ⅲ）学連への質問、要望 

Ⅳ）その他 

 

以上のような議題を主に取り扱います。 



清掃について 

  各部屋の清掃があまりにも不十分なため、センターの側から注意を受けた前例

がありました。今後、このようなことが続きますとセンターが利用できなくなる

可能性があります。各自責任を持って清掃してください。 

 

必ず、以下のチェック項目を確認してください。 

 

□ 床にごみが落ちてないか。 

□ ベッド下、部屋の四隅にほこりがたまってないか。 

□ カーテンは元通りに戻してあるか。 

□ ベッドは整えられているか。 

□ 窓は閉まっているか。 

□ モップは換えられているか。 

□ ゴミ箱のゴミは分別して談話コーナーのゴミ入れに入れられているか。 

 

なお、清掃は備え付けの清掃用具をお使いください。 

 

談話コーナーを使用した人は、談話コーナーも清掃してください。 

 

学連役員が見回りに来ますので、清掃完了と認められたら荷物を持って、鍵を役

員に渡して朝食をとってください。部屋に忘れ物をしないように注意して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会場へのアクセス 

 

◎研修会会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

※新宿より小田急線（各駅停車）で３分 ― 参宮橋駅下車徒歩７分 

 

 

◎国立オリンピック記念青少年総合センター内地図 

 



 

↑こちらがセンター棟の写真になります。１階１０１前にて受付をしています。 

 

 

 

              

センター棟 1Fの 101で行います。（例年とは異なります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          センター棟２F 

カフェテリアふじ→食事場所 

          （受付の際に食券を配布します。 

           その場で料金を支払わずに配布された券を提出してください。） 

 

 

 

 

 

 


