
月 日 事　業　名 場　所 要　　項 開始時刻 月 日 事　業　名 場　所 要　　項

「主催事業」 ４月 １７日 第１回審査会 三重武 四段まで

４月 ２４日 青年射会 三重武 一般青年 9:30 ６月 ４日 高校生特別審査会 三重武 初段まで

５月 ８日 東海弓道近的選手権大会県予選会 三重武 一般 9:30 ６月 １９日 第２回審査会 松阪武 四段まで

５月 ２１日 ねんりんピック大会 三重武 一般(昭和 38年4月１日以前生） 9:30 ８月 ２８日 第３回審査会 三重武 四段まで

５月 ２９日 全国中学生大会予選会 三重武 中学生 9:30 １０月 ９日 第４回審査会 四日市 四段まで

７月 １０日 近的選手権大会 三重武 一般･高校生男子6/8,女子5/8以上・強化 9:30 １２月 １１日 第５回審査会 三重武 四段まで

７月 ３１日 遠的選手権大会 四日市 一般 9:30 ２月 ２６日 第６回審査会 三重武 四段まで

１０月 １５日 シニア大会 三重武 シニア 9:30

１０月 １６日 みえスポーツフェスティバル 鈴鹿武 支部代表 9:30

１０月 ３０日 中学生大会 三重武 中学生 9:30 月 日 事　業　名 場　所 対象者

１０月 ３０日 弓道教室生交流大会 三重武 教室生及び初段まで 13:00 ６月 ２５日 教錬士研修会 三重武 称号者

１１月 ６日 高校選抜決勝大会 松阪武 高校生 9:30

１２月 ２５日 青年大会 松阪武 一般青年 9:30

１月 ８日 新年射会 三重武 一般 9:30

１月 １４日 高校生男子 9:30 松阪武 弐・参段

１月 ２１日 高校生女子 9:30 三重武 四・五段

２月 ５日 鈴鹿武 中学生・高校生 9:30 １１月 19･20日 教錬士研修会 三重武 称号者

２月 １９日 三重武 一般（団体） 9:30 松阪武 弐・参段

３月 １９日 勤労者大会 三重武 職域（全勤予選） 9:30 三重武 四・五段

睦会射会（5,10月を除く） 三重武 一般男子６０歳以上女子５５歳以上 9:45 ３月 11･12日 高校生リーダー養成講習会 鈴鹿武、三重武、松阪武 高校顧問、高校生

「共催事業」

４月 １０日 伊勢大会 神　宮 高校生、一般

５月 １５日 実業団大会 四日市 一般（職域） 9:30

６月 １２日 亀山大会 亀　山 中学生・高校、一般 月 日 事　業　名 場　所 備　　考

９月 １１日 四日市大会 四日市 中学生･高校生・一般

９月 24･25日 伊賀大会 伊　賀 高校生(24日)･一般(25日) 9:30

１０月 ２日 椿大神社奉納鈴鹿大会 椿自彊館 一般 ７月 ３日 東海弓道近的選手権大会 三重武

１１月 １３日 名張大会 名張武 一般 9:30

１１月 ２７日 津大会 三重武 中学生･高校生・一般

「後援事業」 １０月 ２３日 東海連合審査会 三重武

４月 １６日 高校春季大会地区予選 鈴鹿武・三重武・神宮 高校生 9:30

４月 ２３日 高校春季大会決勝 鈴鹿武 高校生 9:30

５月 28･29日 高校総体 鈴鹿武 高校生（28日予選、29日決勝) 9:30

１０月 ２２日 高校新人・選抜地区予選大会 鈴鹿武・三重武・松阪武 高校生 9:30 月 日 事　業　名 場　所 開始時刻

１０月 ３０日 高校新人・選抜地区予選大会 松阪武 高校生 9:30 ５月 ７日 理事会･評議員会 後日通知 後日通知

１１月 ６日 高校選抜決勝大会 松阪武 高校生 9:30 １月 ７日 理事会 後日通知 後日通知

３月 １２日 三岐大会 四日市 青年 要項による ２月 ２５日 理事会・評議員会 後日通知 後日通知

三重武
称号者･五段(取得
後4年以上）

１０月 １･２日 全日本選手権大会 神　宮

５月 ２２日 三重武東海連合錬士講習会

１月 ２２日 県内講習会

６月 ２６日
公認資格認定講習会及び
スポーツ協会公認弓道コー
チ１専門科目免除講習会

会　　　議

令和4年度　三重県弓道連盟　事業計画 令和4年3月20日

　９月 ４日 県内講習会

講 習 会

県内審査会

第３金曜日

高校冬季大会 鈴鹿武

注）講習会は特に連絡のない限り９：３０開始。

大　　　会

会長杯大会

三弓連が主管する全日本・東海連合事業


