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第 48回学生弓道合同研修会 

実施要項 

 

 

期日 12 月 11 日（日） 

場所 ベルサール神保町 Room A+B+C 

主催 東京都学生弓道連盟 
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第 48回学生弓道合同研修会 連盟出席役員 

 

東京都学生弓道連盟 

 会長       小笠原 清忠 （慶應義塾大学 OB） 

 副会長      米田 文彦  （早稲田大学 OB） 

     竹尾 和臣  （明治大学 OB） 

（以下、学生役員） 

 委員長      南嶋 洋平  （慶應義塾大学） 

 副委員長     伊藤 尚輝  （東京工業大学） 

 副委員長 会計  若尾 瑞貴  （桜美林大学） 

副委員長 総務  竹中 寛太  （明治学院大学） 

 女子部委員長   伊藤 朱璃  （日本女子大学） 

 女子部副委員長  平野 なな星 （日本大学） 

 専任委員会計   山﨑 洋紀  （東京都立大学） 

 専任委員     酒井 駿輔  （早稲田大学） 

          西山 知里  （慶應義塾大学） 

          狩野 秀鷹  （芝浦工業大学） 

女子部運営委員  村岡 明花音 （東京理科大学） 

          土井 可蓮  （東京農業大学） 

全日本学生弓道連盟 

 委員長      井上 由一郎 （東京大学） 

 副委員長     末田 悠大  （東京工業大学） 

副委員長 会計  清田 大河  （東京大学） 

副委員長 総務  金光 陸斗  （法政大学） 

 女子部委員長   福川 一花  （國學院大學） 

 女子部副委員長  平山 愛菜  （日本女子大学） 

 執行委員     猪俣 峻介  （一橋大学） 

          荒井 宗一郎 （東京大学） 

          原島 恵理子 （東京大学） 

          二村 洋   （東京都市大学） 

     松崎 侃定  （明治大学） 

 女子部執行委員  星  有綾  （成蹊大学） 

          諸星 ふくみ （立教大学） 
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実施要項 

期日：令和 4 年 12 月 11 日（日） 

 

主催：東京都学生弓道連盟 

 

場所：東京都千代田区西神田 3-2-1 

   住友不動産千代田ファーストビル南館 2・3F ベルサール神保町 

 

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  
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タイムスケジュールに関して 

時間 セクション 担当

10:00 開会

10:10 表彰式

10:40 2023年行事日程に関して

11:00 ブロック分け抽選会

12:00 昼休憩（～13:15）

13:20
全体討論第Ⅰ部　開始

（1時間）

14:20 10分休憩

時間 セクション 担当

14:30
全体討論第Ⅱ部　開始

（1時間）

15:20 10分休憩

15:30
全体討論第Ⅲ部　開始

（1時間）

16:20 10分休憩

16:30
全体討論第Ⅳ部　開始

（1時間）

17:20 会議終了予定

18:00 役員外　退館

18:30 撤収終了・退館

17:20までに議論が終了しそうにない場合は延長。詳細は下記に記載

＜議題＞

・令和5年度リーグ戦に関して

・事前連絡の質問等に対する質問

・質疑応答等

＜議題＞

・新年度役員関連に関して

必要に応じて第5部を実施する

できるところから撤収開始

全て元通りにして退館、お疲れ様でした

＜議題＞

『議題詳細』記載の議題①～⑨に関して

○開会中part2

備考・詳細

＜議題＞

・第Ⅰ部残余分

・議題⑩「全関大改革案」について

・議題⑧・⑩関連のブロック別討論会

備考・詳細

受付は9:30~9:50まで

【表彰物（読み上げのみ、事前配布）】

・新人戦関連

　①男女団体優勝

　②新人賞

　③皆中賞

・リーグ戦

　①リーグ＆ブロック優勝

　②皆中賞

　③新人賞

		・新人戦

		・都学連百射会、都学連記録会

		・第53回全関東学生弓道選手権大会

		・全国選抜大会

		・インカレ大会

		・2023年リーグ戦

→対象リーグごとに該当大学を進行席に

　招集して実施。招集時以外の時間は練

　習試合等を組む時間として活用。

お昼～

○開会中part1
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注意事項 

１，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 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。 

③ 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） 

④ 配布したネームプレートは必ずつけること。 

 

２，服装・持ち物 

  正装、筆記用具、印鑑、会場費 

 

３，本研修会の性質について 

  本研修会で取り扱う内容の中には、現在の試合システムなどを大きく変更させ    

  る可能性のある物事や、重要性が非常に高い議案や連絡が多く含まれるため、   

  必ず各大学を代表できる方がお越しいただくようにお願いいたします。  

 

４，新型コロナウィルス感染症対策について 

  本年度の代々木研修会は対面にて開催いたします。研修会場では感染症対策と   

  してのマスク着用並びに手指の消毒をお願いいたします。 
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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をもとに現在の問題点について話し合

っていきます。 

議題① 木島陽子氏の連盟副会長への推薦に関して 

議題② 条文内の参照条項の修正に関して 

議題③ 規約 28 条における処分内容の拡充に関して  

議題④ リーグ戦・女子部リーグ戦の開催期間に関して 

議題⑤ リーグ戦期間中練習試合の実施制限に関して 

議題⑥ 百射会・女子部記録会の優勝基準の明瞭化に関して 

議題⑦ 百射会・女子部記録会の出場可能人数制限の緩和に関して 

議題⑧ 女子部記録会の競技形式の変更に関して 

議題⑨ 『対面試合マニュアル（仮称）』に関して 

議題⑩ 「全関東大会改革案」に関して 

 案① 持続可能かつ正常な大会運営に向けて 

 案② 全関東大会における女子の出場人数に関して 

議題⑪ 新年度役員関連に関して  

 

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。 
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会場へのアクセス 

 


