
　　公益法人として、いずれの事業とも公平性、公正性、透明性を確保して適正な弓道事業を実施するとともに

令和３年度　公益財団法人全日本弓道連盟　行事計画

　【従来と異なる点】

　　各競技会ごとに、日程の見直し、参加者の制限、分散開催の実施とし、オンライン大会開催などの新方式での

　　高校生、大学生の大会については、本連盟は共催の立場として支援を行い、競技規則は当該団体規則を

　　従来の講習会の形態はすべて中止し、開催は連合会単位で人数制限や時間制限を設ける。

　　地方審査会及び、連合審査会については、「新型コロナウイルス感染防止対策に関する地方審査会事業運営

　　令和３年度の弓道事業は、原則として従来の全事業を実施する。

　　新型コロナウイルス感染症に対応した実施形態とし、人数制限や実施回数を増やす等の対策を施す。

　　審査会、講習会については、各連合会及び、地連と緊密な連携を図り開催時期・場所を決定する。

　　公益目的事業としての公平性、公正性を担保した新たな方式での実施とする。

  　公益目的事業としての公平性、公正性に加え、透明性を担保した新たな方式での実施とする。

　　適用する。また、大会運営についても当該団体主導のもと実施をお願いする。

　　但し、受審の機会を確保するため、実施回数を可能な限り増やす。（令和元年度：２８回、令和３年度：５３回）

　　但し、参加者の移動を考慮し各連合会の実態に合わせて、連合会内において２～４地連単位で実施する。

　　中央審査会についても、地方審査会等と同様のガイドラインの策定を行う。

　　ガイドライン（令和２年９月７日付通知文書）」に基づき、令和３年度も継続して実施する。

　３．中央審査会（全て特別臨時中央審査会）

　【従来と異なる点】

　　受審者数と受審地域の制限を設ける。

　　実施に向け準備を行う。

　１．中央競技会（大会）

　２．中央講習会・研修会

　【従来と異なる点】



名称 開催地 備考

４月 １１日 ▲ 【南関東第２地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 錬士・教士

４月 １７日・１８日 ▲ 【九州第１地区】特別臨時中央審査会 福岡県福岡市 17日：教士、18日：錬士

４月 ２５日 ▲ 【北関東第１地区】特別臨時中央審査会 埼玉県さいたま市・上尾市 六段、教士

４月 ２９日 ▲ 【南関東第４地区】特別臨時中央審査会 中央道場 七段

４月 ４月２４日～５月９日 ● 全日本弓道大会 都道府県弓道連盟 通信大会

５月 ３日 ▲ 【近畿第１地区】特別臨時中央審査会 滋賀県大津市・京都府京都市 大津：六段、京都：七段・八段

５月 ９日 ◆ 【東北地区】中央講習会 山形県山形市

５月 ９日 ◆ 【北信越地区】中央講習会 新潟県上越市

５月 １５日 ◆ 【北海道地区】中央講習会 北海道旭川市 午後のみ

５月 １６日 ▲ 【東北地区】特別臨時中央審査会 宮城県仙台市 六段・七段、錬士・教士

５月 １６日 ◆ 【北海道地区】中央講習会 北海道北見市 午後のみ

５月 １６日 ◆ 【北信越地区】中央講習会 福井県福井市

５月 ２３日 ▲ 【南関東第１地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 中央：六段、横浜：八段

５月 ２３日 ▲ 【九州第２地区】特別臨時中央審査会 福岡県福岡市 六段・七段

５月 ２３日 ◆ 【東北地区】中央講習会 青森県弘前市

５月 ２３日 ◆ 【東海地区】中央講習会 愛知県名古屋市

５月 ２９日 ◆ 【北海道地区】中央講習会 北海道苫小牧市

５月 ２９日・３０日 ▲ 【北関東第２地区】特別臨時中央審査会 埼玉県上尾市 29日七段・錬士、30日錬士

５月 ２９日・３０日 ▲ 【学生】特別臨時中央審査会 中央道場 初段～五段

５月 ３０日 ◆ 【四国地区】中央講習会 高知県高知市

６月 ４日～６日 ● 全日本勤労者弓道選手権大会 栃木県宇都宮市

６月 ５日・６日 ▲ 【近畿第２地区】特別臨時中央審査会 京都府京都市・大阪府大阪市 5日：教士（大阪）、6日：錬士（京都・大阪）

６月 １２日・１３日 ▲ 【北信越地区】特別臨時中央審査会 長野県長野市 12日：六段・七段・教士、13日：錬士

６月 １３日 ◆ 【中国地区】中央講習会 岡山県倉敷市

６月 １３日 ◆ 【中国地区】中央講習会 島根県松江市

６月 １９日・２０日 ▲ 【北海道地区】特別臨時中央審査会 北海道帯広市 19日：六段・錬士、20日：七段・教士

６月 ２０日 ◆ 【近畿地区】中央講習会 大阪府吹田市

６月 ２０日 ◆ 【近畿地区】中央講習会 兵庫県明石市

６月 ２０日 ◆ 【九州地区】中央講習会 福岡県福岡市

６月 ２０日 ◆ 【九州地区】中央講習会 佐賀県佐賀市

６月 ２０日 ◆ 【九州地区】中央講習会 宮崎県都城市

６月 ２６日・２７日 ▲ 【中国地区】特別臨時中央審査会 広島県広島市 26日：七段・教士、27日：六段・錬士

６月 ２６日・２７日　 ● 全国大学弓道選抜大会 中央道場

７月 ４日 ▲ 【北関東第２地区】特別臨時中央審査会 埼玉県さいたま市・上尾市 錬士・七段

７月 １１日 ▲ 【東北地区】特別臨時中央審査会 岩手県盛岡市・花巻市 六段・七段、錬士・教士

７月 １８日 ▲ 【南関東第１地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 中央：六段、横浜：八段

７・８月 ２９日～８月１日 ● 全国高等学校弓道大会 新潟県上越市

８月 １日 ▲ 【四国地区】特別臨時中央審査会 徳島県徳島市 六段・七段、錬士・教士

８月 ７日・８日 ▲ 【近畿第２地区】特別臨時中央審査会 滋賀県大津市・京都府京都市 7日：教士（大津）、8日：錬士（大津・京都）

８月 ８日 ▲ 【南関東第２地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 錬士・教士

８月 １０日・１１日 ● 全日本教職員弓道選手権大会 鳥取県米子市

８月 １１日・１２日 ● 全国中学生弓道大会 愛知県名古屋市

開催期日

※赤字は月刊「弓道」２月号からの変更点凡例：●競技会、▲審査会、◆講習会・研修会
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名称 開催地 備考開催期日
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８月 １５日 ▲ 【南関東第３地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 錬士・教士

８月 ２８日・２９日 ▲ 【北海道地区】特別臨時中央審査会 北海道札幌市 28日：六段・錬士、29日：七段・教士

８月 ２９日 ▲ 【東海第２地区】特別臨時中央審査会 愛知県名古屋市 錬士・七段

９月 ４日・５日 ▲ 【北信越地区】特別臨時中央審査会 石川県金沢市 4日：六段・七段・教士、5日：錬士

９月 １９日 ● 全日本近的（男子・女子）弓道選手権大会 中央道場

９月 ２５日 ▲ 【東北地区】特別臨時中央審査会 宮城県仙台市 六段・七段、錬士・教士

９月 ２５日・２６日 ▲ 【北関東第１地区】特別臨時中央審査会 埼玉県上尾市 25日：六段、26日：教士

９月 ２６日 ▲ 【東海第１地区】特別臨時中央審査会 愛知県名古屋市 六段、教士

９月 ２６日～２９日　 ● 国民体育大会弓道競技会 三重県名張市

１０月 ２日・３日 ▲ 【九州第１地区】特別臨時中央審査会 福岡県福岡市 2日：教士、3日：錬士

１０月 ９日・１０日 ▲ 【中国地区】特別臨時中央審査会 広島県広島市 9日：七段・教士、10日：六段・錬士

１０月 １６日・１７日 ▲ 【北海道地区】特別臨時中央審査会 北海道千歳市 16日：六段・錬士、17日：七段・教士

１０月 １６日・１７日 ▲ 【北信越地区】特別臨時中央審査会 富山県富山市 16日：六段・七段・教士、17日：錬士

１０月 １７日 ▲ 【近畿第１地区】特別臨時中央審査会 滋賀県大津市・京都府京都市 大津：六段、京都：七段・八段

１０月 ２４日 ▲ 【南関東第３地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 錬士・教士

１０月 ３１日 ● 全日本弓道遠的選手権大会 中央道場

１１月 ３日 ● 明治神宮奉納全国弓道大会 中央道場

１１月 ３日 ▲ 【東海第２地区】特別臨時中央審査会 愛知県名古屋市 七段、錬士

１１月 ７日 ▲ 【南関東第４地区】特別臨時中央審査会 中央道場 七段

１１月 １３日・１４日 ▲ 【近畿第２地区】特別臨時中央審査会 滋賀県大津市・京都府京都市 13日：錬士（京都）、教士（大津）14日：錬士（大津）

１１月 ２１日 ▲ 【東海第１地区】特別臨時中央審査会 愛知県名古屋市 六段、教士

１１月 ２１日 ◆ 【関東地区】中央講習会 中央道場

１１月 ２３日 ◆ 【関東地区】中央講習会 埼玉県上尾市

１１月 ２７日・２８日 ▲ 【学生】特別臨時中央審査会 中央道場 初段～五段

１１月 ２８日 ▲ 【近畿第１地区】特別臨時中央審査会 滋賀県大津市・京都府京都市 大津：六段、京都：七段・八段

１１月 ２８日（日） ▲ 【九州第２地区】特別臨時中央審査会 福岡県福岡市 六段・七段

１２月 １２日 ▲ 【四国地区】特別臨時中央審査会 香川県高松市 六段・七段、錬士 ・教士

１２月 ２４日～２６日 ● 全国高等学校弓道選抜大会 茨城県水戸市

１２月 ２５日・２６日 ▲ 【北関東第２地区】特別臨時中央審査会 埼玉県上尾市 25：錬士・七段、26日：錬士

１月 １６日 ▲ 【南関東第１地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 中央：六段、横浜：八段

１月 ２２日・２３日 ▲ 【北関東第１地区】特別臨時中央審査会 埼玉県上尾市 22日：六段、23日：教士

１月 ３０日 ▲ 【南関東第２地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 錬士・教士

２月 ６日 ▲ 【東海第１地区】特別臨時中央審査会 愛知県名古屋市 六段、教士

２月 １３日 ▲ 【南関東第３地区】特別臨時中央審査会 中央道場・横浜市 錬士・教士

２月 １８日～２０日 ◆ 全国弓道指導者研修会 千葉県勝浦市

２月 １９日・２０日 ▲ 【中国地区】特別臨時中央審査会 広島県広島市 19日：七段・教士、20日：六段・錬士

２月 ２７日 ▲ 【東海第２地区】特別臨時中央審査会 愛知県名古屋市 七段、錬士

３月 ５日・６日 ▲ 【九州第１地区】特別臨時中央審査会 福岡県福岡市 5日：教士、6日：錬士

３月 １３日 ▲ 【四国地区】特別臨時中央審査会 香川県高松市 六段・七段、錬士・教士

３月 ２０日 ▲ 【南関東第４地区】特別臨時中央審査会 中央道場 七段

３月 ２０日 ▲ 【九州第２地区】特別臨時中央審査会 福岡県福岡市 六段・七段


