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１．日  時  

  ５月２８日（土） 男子団体、個人戦予選（※１） 

（於 各大学弓道場、オンライン） 

 

  ５月２９日（日) 女子団体、個人戦予選（※１） 

（於 各大学弓道場、オンライン） 

 

  ６月１１日（土） 男子団体戦決勝トーナメント 

     男子個人戦決勝   

（於 日本武道館） 

 

  ６月１２日（日） 女子団体戦決勝トーナメント  

     女子個人戦決勝 

     OB対抗戦 

（於 日本武道館） 

 
 ※1 不可抗力的な事情があり、5 月１日までに所定の書式にて申請があった場合のみ、 
      予選実施日をそれぞれ 21 日（土）、22 日（日）に行うことができるものとする。 
 

２．参加資格      全日本学生弓道連盟に部員登録済の者で東京都学生弓道  

                 連盟、または関東学生弓道連盟の加盟校の部員 

３．個 人 戦 

 ３－１会  場 

          個人戦予選：各大学道場(学外道場でも可、オンライン) 

           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中通過 

              二次予選  ４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  ４射３中以上通過 

          決  勝  射詰、４射目より８寸的 

 ※注意 

・ 立射・持ち矢を引ききる（決定退場なし） 

・ 一次・二次予選・決勝は、六人順立で奇数番同時打ち起こし（追越は失格） 

・ 的中を逸した者の順位決定は、優勝決定以外は遠近競射にて決定する 

 

  ３－３表  彰   

     男子  優勝～１０位まで 

          女子  優勝～５位まで 
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４．団体戦 

 ４－１会  場  

     団体予選：各大学弓道場(学外道場でも可、オンライン) 

          団体決勝：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  

              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  

              決勝  トーナメント方式 

   競技に関して 

 ・優勝決定戦、三位決定戦以外の立制限時間を男子 9 分 30秒・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。 

    ・予備矢の時間制限も男子９分 30秒、女子６分とする 

    ・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。 

    ・予選会場・決勝会場の射場や観客席などにおいて指導を除く円陣、 

     矢声等の発声は感染症対策の観点より一切禁止とする。但し、介添 

     えによる指導は、マスク着用の上で十分に距離をとれる場合、狙い 

     等に関するものを除いて可。 

    ・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。 

   ・体配は、予選は立射または坐射、どちらでも可能とする。ただし、 

    決勝トーナメントは坐射に統一すること。 

   予選結果の扱いなどに関して 

    ・団体予選通過校の内、上位 8校はシード権を獲得 

    ・男女ともに団体予選では予備矢を４射引く。予備矢の的中は、同中競 

     射が発生した場合の競射の結果として適用。予備矢の的中は、2射・ 

     1射・1射の順に比較し、その的中で決勝トーナメント進出校を決定。 

 ・男女ともに６月５日(日)に決勝トーナメント抽選会をオンラインで  

  実施する。開始時刻などは後日通知する。  

 ・シード圏内で予選の的中が同中の場合、シード校は予備矢の的中を   

  考慮し、決定する。万一予備矢の的中も同中の場合、抽選でシード校 

  を決定する。 

 ・予選と決勝トーナメントが別日に開催され、シード校・非シード校間 

  の公平性を保つ為、特例的にシード権獲得校は決勝トーナメント第 1   
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  回戦の試合が終了後、6人立ち坐射形式にて各自 4射（6人計 24射） 

  のみ的前にて射込み行射を行うことができるものとする。ただ し、 

  上述を希望する場合は 6月 5日（日）開始の「トーナメント抽選会」  

  にて事前に申請すること。 

 

４－３表  彰 

     男女ともに上位３大学 

４－４諸注意 

  ・予選の際は行射開始予定時刻には入場準備を整えておくこと。団体戦の 

    際は本連盟が定める時刻までに所定の場所に集合し、必ず受付時間内 

    に選手受付に登録（選手登録）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。 

   ・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。 

   ・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 

    ①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） 

    ②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。 

    ③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。） 
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５．団体、個人予選開始時間（原則） 

          団体戦予選 10時～ 

          個人戦予選 11時～ 

   諸注意 

    ・個人、団体予選の競技内容等については本要項の「3.個人戦」、「4.団 

     体戦」をご覧ください。 

    ・個人予選開始は立合校の了承がある場合は 11時以降になっても構いません。 

    ・上記の時間割は男女共通です。 

    ・団体予選開始の 30分前から附け矢を禁止します。 

    ・上記時間は原則です。使用道場の都合などにより、上記時間での実施 

     が難しい場合は後日連絡の方式にて報告すること 

 

６.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（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、競射は行わず、射士の年齢合計が高いチームを優先 

 

７．注意事項             

         ・本大会は、『東京都学生弓道連盟規約』並びに『第 52回     

          全関東学生弓道選手権大会実施要項』及び本運営要項に 

          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 

      ・中り矢がはね返って地についた場合、規約に従い不的中 

       とする。 

         ・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、余裕のある行動をとること。 
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８.受付・立順登録 締め切り時間一覧 

 1日目 （６月１１日） 

    ・男子団体決勝（一回戦出場校）：  8 時 30分まで 

   ※2回戦進出校の選手交代は当該試合終了直後、選手受付にて対応 

・男子団体決勝  （シード校）：  9 時 50 分まで 

  ※2回戦以降の選手交代は当該試合終了直後、選手受付にて対応 

・男子個人戦欠席者連絡    ：  13時 10分まで 

 

 2日目 （6月１２日） 

    ・女子団体決勝（一回戦出場校）：  8 時 30分まで 

   ※2回戦進出校の選手交代は当該試合終了直後、選手受付にて対応 

・女子団体決勝  （シード校）：  9 時 20 分まで 

  ※2回戦以降の選手交代は当該試合終了直後 

・女子個人戦欠席者連絡    ：  11時 50分まで 

・OB対抗戦    ：  14時 20 分まで 

 

９．大会備品 

 尺二、八寸、線的などについて 

・尺二 的枠：都学各大学（早稲田大学・明治学院大学及び準加盟校を除く） 

        →各校３的ずつ 

 

・尺二 紙的：東京大、東京都立、帝京、一橋、東京農工、東京理科、創価、 

    上智、明星、東京外語大、学習院、立正、成蹊 

        →計 13校各校１的ずつ（合計 13的） 

                          

・八 寸 的：都学Ⅰ～Ⅱ部校（男女どちらかでも所属する場合、早稲田大学を除く） 

   →各大学 2的ずつ。 

 

・線   的：明治学院大学 ２個 

 

矢立て、巻藁などについて 

・矢立・巻藁：早稲田大学 

      

 備品について 

  回収日時：６月１０日（金）※時間帯は後日連絡 

   回収場所：日本武道館 
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１０．参考資料 

時間割表 

 

１１日 

９：００  開会式 

９：３０  男子団体 一回戦開始 

１０：４０ 男子団体 一回戦終了 

１０：５０ 男子団体 二回戦開始 

１１：４０ 男子団体 二回戦終了 

１１：５０ 男子団体 三回戦開始 

１２：２０ 男子団体 三回戦終了 

１２：４０ 男子団体 準決勝開始 

１２：５０ 男子団体 準決勝終了 

（的替え） 

１３：１０ 男子団体 三位決定戦開始 

１３：２５ 男子団体 三位決定戦終了 

１３：３０ 男子団体 決勝戦開始 

１３：４０ 男子団体 決勝戦終了 

（的替え） 

１２：００ 男子個人戦開始 

１６：３０ 男子個人戦終了 

１６：５０ 表彰式 （予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12日 

９：００  女子団体 一回戦開始 

９：４０  女子団体 一回戦終了 

９：５０  女子団体 二回戦開始 

１０：３０ 女子団体 二回戦終了 

１０：４０ 女子団体 三回戦開始 

１１：００ 女子団体 三回戦終了 

１１：１０ 女子団体 準決勝開始 

１１：２０ 女子団体 準決勝終了 

（的替え） 

１１：４０ 女子団体 三位決定戦開始 

１１：４７ 女子団体 三位決定戦終了 

１１：５０ 女子団体 決勝戦開始 

１２：００ 女子団体 決勝戦終了 

（的替え） 

１２：２０ 女子個人戦 開始 

１４：２０ 女子個人戦 終了 

（的替え） 

１４：３０ OB会目録授与式 

１４：５０ OB戦予選 開始 

１７：００ OB戦予選 終了 

１７：１０ OB戦決勝 開始 

１７：３０ OB戦決勝 終了 

１８：００ 閉会式（予定） 


