
令和２年度 函館市弓道連盟　　
道弓連，日弓連（関係分）

【　】：兼大会選手選考会 ※ ：日弓連関係

卯月射会　　 　 4/ 5　函館市弓道連盟総会14:00～ 中止

【青函１】

22～24
(水～金) コロナウイルス感染防止のため　弓道教室休止

11・12 第４０回北海道弓道錬教士研修会（札幌市）

護国神社奉納射会 　5/ 　（　）　弓具整備　9:30～ 2・3 ※ 第71回全日本弓道大会（京都府京都市）

【六地１，青函２】 　5/5　弓道教室休み 3 第74回北海道弓道大会(少年，札幌市）

第42回全弓連楯大会 ※5/12～5/26　弓道教室，一般会員参加可能期間 4・5 ※ 【京都】定期中央審査（京都府京都市）

【国体】 6 北海道連合審査（札幌市）

23 全日本選手権大会北海道選考会（札幌市）

24 第73回北海道弓道大会兼都道府県対抗弓道大会選考会(中学・大学・一般，札幌市）

29・30 　　　　　　　　　　　 30・31 ※ 【北海道南】地区指導者講習会（函館市）

(金・土)

30・31
(土・日) 　5/29　第Ⅰ期弓道教室募集締切

6 第31回北海道高齢者弓道大会（留辺蘂町）

7 第3１回北海道遠的近的弓道大会兼全日本遠的選手権大会北海道選考会（留辺蘂町）

    第Ⅰ期弓道教室（6/4～11/26，全24回） 12～14 ※ 第67回全日本勤労者弓道選手権大会(三重県名張市）

14 北海道連合審査（深川市）

水無月射会 16～19 第65回全道高校弓道競技選手権大会（札幌市）

【六地２,青函３,五市１】 20 第16回北海道南地区中学生弓道大会（苫小牧市）？

20・21 ※ 第32回全国大学弓道選抜大会（東京都，中央道場）

21 ※ 【北海道地区】錬士臨時中央審査（帯広市）

27 国体道選手選考兼道体育大会（少年）(留辺蘂町)

28 国体道選手選考兼道体育大会（成年）(留辺蘂)

北斗市弓道大会 3～5 第67回全道学生弓道選手権大会（札幌市）

【五市２】 4 第17回北海道南地区中学生弓道大会（苫小牧市）？

10・11 ※ 【仙台】定期中央審査（宮城県仙台市）

12 ※ 【東北地区】錬士臨時中央審査(宮城県仙台市）

18・19 ※ 【北海道】指導者育成講習会（深川市）

葉月射会 2 第59回北海道六地区対抗弓道大会（苫小牧市）

【五市３】 4・5 ※ 地方青少年武道錬成会（札幌市）

6～8 ※ 第51回全日本教職員弓道選手権大会（岐阜県岐阜市）

9 ※ 【岐阜】特別教員臨時中央審査（岐阜県岐阜市）

9 第63回北海道弓道段別選手権大会（遠軽町）

15・16 ※ 第17回全国中学生弓道大会（東京都，中央道場）

21～24 ※ 第65回全国高等学校弓道大会（茨城県水戸市）

22～23 第64回全道市役所弓道大会(網走市）

29・30 ※ 【北海道地区】臨時中央審査（札幌市）

  8/28 千代台公園弓道場開設記念日

6 第70回東北・北海道弓道大会（北海道函館市）

12・13 ※ 【福岡】定期中央審査（福岡県福岡市）

10･11 ※9/1～9/29　弓道教室，一般会員参加可能期間 18～20 ※ 第53回全日本女子弓道選手権大会（東京都中央道場）

(火・水) 20～22 ※ 第71回全日本男子弓道選手権大会（東京都中央道場）

　9/22　弓道教室休み 20 第75回北海道弓道選手権大会（北見市）

25～27 ※ 中央研修会（東京都，中央道場）

27 北海道連合審査（苫小牧市）

　9/27　第Ⅱ期弓道教室募集締切

第66回五市対抗弓道大会 2～4 ※ 【関東地区】臨時中央審査（東京都中央道場）

（当番市：函館市）  10/ 3（土）9:00～17:30専用（大会準備，公開練習） 3・4 第42回北海道高校選抜南北海道大会（苫小牧市）

北海道連合審査   　第Ⅱ期弓道教室（10/6～ 3/30，全24回） 9～12 ※ 第75回国民体育大会弓道競技（鹿児島県出水市）

第２回西部地区地方審査 9～11 第66回北海道大学争覇戦(女子・札幌市)

11 北海道連合審査（帯広市）

11 北海道連合審査（函館市）

全日本弓道連盟公認資格者講習会 16～18 第66回北海道大学争覇戦(男子・札幌市)

（西部地区主催，錬教士会主管） 17・18 ※ 【東北地区】臨時中央審査（青森県青森市）

17・18 ※ 学校指導者講習会・特別臨時中央審査（苫小牧市）

23～25 ※ 第71回全日本弓道遠的選手権大会(東京都，中央道場）

30～11/1 ※ 【東京】定期中央審査（東京都，中央道場）

7 12:00 1 第52回全道大学新人戦（帯広市）

（土）  11/3　弓道教室休み 3 ※ 第138回明治神宮奉納全国弓道大会(東京都，中央道場）

 11/29（日）弓具整備　9:30～ 7・8 北海道弓道連盟理事打合会，北海道弓道錬教士会総会，大会（札幌市）

14・15 ※ 【関東地区】錬士臨時中央審査（栃木県宇都宮市）

12 19・20 ※ 【東京】特別臨時中央審査（東京都，中央道場）

(土) 　12/29～1/3　弓道場年末年始閉館(12/31 弓道教室休み) 24～26 ※ 第39回全国高等学校弓道選抜大会（岐阜県岐阜市）

2 * 16・17 北海道弓道連盟理事会（札幌市）

(土) *1/ 2（土）臨時開館（専用使用） 23・24 地域社会武道指導者研修会（北見市）

※1/ 5～1/26　弓道教室，一般会員参加可能期間

　1/25　第Ⅲ期弓道教室募集締切

7 10:00 如月射会 千代台 5～7 ※ 【名古屋】定期中央審査（愛知県名古屋市）

  第Ⅲ期弓道教室（2/4～7/28，全24回）

13・14
(土・日)

19・20 高体連東日本大会(函館アリーナ）

20 北海道弓道連盟理事会・北海道弓道連盟総会（札幌市）

29 ※ 【都城】特別臨時中央審査(宮崎県都城市）

7

第26回北海道新聞函館支社杯弓道大会9:40

11

8

11

9:00

25

10

※審査前講習会9月に3回実施
　（調整後8月周知）

27 9:30 第43回段別選手権大会

20 9:40 第15回函館新聞社杯弓道大会

6

北斗市

14 9:30 千代台

第50回道南選手権大会（一般・大学） 北斗市

13:005

26

千代台

19 千代台第57回青函対抗弓道大会

9:3010

千代台

9:30 千代台

高体連　地区大会

6

9:30

アリーナ

10:00 千代台

【北海道南】地区指導者講習会 千代台

5 24 函館高

10

17

高体連 国体予選遠的大会

西部地区伝達講習会7

  行　　事　　予　　定　　表 

月 日 時間
西部地区，市弓連　主催行事

千代台26

場　所 備　　考 日

5 9:30 千代台

9:30 第１回西部地区地方審査　　

4 高体連　春季大会 千代台

R3.4.4　函館市弓道連盟総会14:00～

霜月射会

9:30 千代台

9:30

千代台

千代台

千代台

西部地区錬教士会講習会 千代台

10:00

初射会

千代台

弥生射会

10:00 北海道弓道連盟西部地区理事会 千代台

10:007 千代台

R3.4 4 9:30 卯月射会　　　　　　　　　　　　【青函１】

第70回東北・北海道弓道大会

9:30

師走射会，納会

3

2

鏡開き射会

10:30

※審査前講習会は3月に3回実施
　（調整後2月周知）

10

大学連支部弓道大会

高体連　新人戦

9

1

31

千代台

アリーナ

12

18

千代台

千代台

千代台

アリーナ

千代台

千代台

アリーナ

千代台4

高体連　道南選手権大会 千代台

16 函館地区武道連絡協議会　演武大会

15

23

アリーナ

千代台

千代台公園弓道場 

電話:53-4322 FAX：85-6131 

040-0013 函館市千代台町２７番８号 

Ｅ-mail：hako-kyu@msc.ncv.ne.jp 

http://hako-kyu.moo.jp/   

供用時間：９：００～２１：００ 

閉 館 日：水曜日，年末年始（12/29～1/3） 

○ 高校練習時間 

  平  日 １５：４５～１８：００ 

   土 曜 日 １４：００～１７：３０ 

  休業期間 １５：００～１７：３０ 

○ フォローアップＤａｙ 

  開催日未定    １８：００～ 

   8/15（土）安土調整日 9:30～ 

  12/20（日） 道場大掃除 9:30～ 

    ※ 春季安土整備等 9:30～ 

〇 弓道教室 毎 週：火曜日 

     午前の部：１０：００～１２：００ 夜 の 部：１８：３０～２０：３０ 

 ※ 弓道教室における一般会員参加可能期間 

   教室受講生が一般へスムーズに移行できるよう，受講生と一般会員の射技・ 

  体配・人の交流を目的に行います。 

   一般会員の皆様のご理解と参加へのご協力をお願いします。 

▽ホームページ 

 QRコード 

    6/ 20（土）安土調整日 9:30～ 

    10/24（土）安土調整日兼道場周辺清掃 9:30


