
年 月 日 曜 開会時刻 行　事　予　定 例会当番 於 真和弓友会 日 関　連　行　事 於
4 土 17:00 理事会 大阪城 8～11 第４回アジア・オセアニア地域対象セミナー 名古屋市

12 日 9:30 国体選手１次選考会（成年男女） 万博 11 ［名古屋］特別外国審査 名古屋市
12 日 9:30 都市間交流スポーツ大会選手選考会 万博 14～16 米国・欧州地域対象セミナー 名古屋市
12 日 13:00 全国健康福祉大会選手決定射会 万博 16 石切神社奉射大的式 石切神社

18～19 土日 9:00 特別講習会 大阪城 17 [名古屋]特別外国審査 名古屋市
26 日 9:00 第２０回大阪市長杯弓道大会 大阪城

　（兼）大阪市体育協会長杯
1 金 8:00 第６４回住吉大社全国弓道大会 朝日 住吉大社 2～3 第６６回全日本弓道大会 京都市

10 日 9:30 大阪府連例会（春季）・勤労者大会壮行射会 加支多 万博 4～5 ［京都］定期中央審査 京都市

17 日 9:30 全日本弓道選手権選手１次選考会 真和 吹田 4～5 大阪高校春季大会　（第1日：男子、第１日：女子） 大阪城
24 日 9:30 府連講習会（段級なし、級・初段受有者） 清和会 吹田 6 [近畿地区]錬士臨時中央審査 京都市
24 日 9:30 府連講習会（弐・参段受有者） 高槻 万博 16～17 〔東京〕特別学生臨時中央審査 中央道場
31 日 9:30 称号者伝達講習会 大阪城 16～17 ［東海地区］臨時中央審査 浜松市

17 大阪府学生弓道選手権大会 大阪城

23～24 {近畿地区}指導者講習会 明石市

23～24 関西学生弓道選手権大会 神戸市

29～31 第６２回全国勤労者弓道選手権大会 奥州市

14 日 9:30 府連夏季審査　　無～初段　 (受付 5/9） 堺 6～7 大阪高校春季大会　第2、3日　（6日夜間も使用） 大阪城

14 日 9:30 府連夏季審査　弐段～四段　（受付 5/9)　 万博 7 ［九州］錬士臨時中央審査 熊本市

14 日 9:30 国体選手決定選考会（少年男女） 好文学園 14 ［北信越地区］錬士臨時中央審査　　　 金沢市

21 日 9:30 国体選手決定選考会（成年男女） 万博 20～21 ［近畿地区］指導者育成講習会 明石市

28 日 9:30 全日本弓道選手権選手決定選考会 吹田 21 ［北海道地区］錬士臨時中央審査 旭川市

21 高体連高校総体予選二位校大会 大阪城

27～28 第２７回全国大学弓道選抜大会 中央道場

28 ［中国地区］錬士臨時中央審査 松江市

5 日 9:30 大阪府民体育大会 大阪城 3～4 ［仙台］定期中央審査 仙台市

　（兼）第３４回大阪府弓道選手権大会 　 5 ［東北地区］錬士臨時中央審査 仙台市

26 日 9:30 第２７回大阪府遠的選手権大会 万博 12 第１２回都市間交流スポーツ大会 名古屋市

　（兼）全日本弓道遠的選手権選手決定選考会 19～20 第６８回近畿高等学校弓道大会 姫路市

20 全日本少年少女武道（弓道）練成大会 日本武道館

25～26 学校指導者講習会 名古屋市

26 第１１回近畿中学生弓道大会 大阪城

3 月 9:30 高校生対象講習会 大阪城 大阪府実業団射会

15～16 土日 9:00 国体近畿ブロック大会 万博 4 高体連主催　高校生対象講習会 大阪城

6～9 第６０回全国高等学校弓道大会 吉野町

21～22 第４６回全日本教職員弓道選手権大会 鹿児島市

23 特別教員臨時中央審査 鹿児島市

21～23 第１２回全国中学生弓道大会 中央道場

29～30 ［北海道地区］臨時中央審査 苫小牧市

30 ［四国地区］錬士臨時中央審査 徳島市

6 日 9:30 大阪府連例会（秋季）（兼）国体・全日遠近壮行射会 大阪ガス 万博 5～6 〔福岡〕定期中央審査 福岡市

20 日 9:30 府連秋季審査　　無～初段　（受付 8/15) 堺 吹田 12～13 ［北信越地区］臨時中央審査 新潟市

20 日 9:30 府連秋季審査　弐段～四段　（受付8/15） 桑弓会 万博 12～13 高校総合体育大会 第1、2日　（12日夜間も使用） 大阪城

21 月 9:30 五段伝達講習会 造幣局 大阪城 13 [近畿地域]連合審査 大津市

23 水 9:30 第１１回大阪城弓道場杯弓道大会 万博 大阪城 18～20 第６６回全日本男子弓道選手権大会 伊勢市

20～22 第４８回全日本女子弓道選手権大会 伊勢市

27～30 第７０回国民体育大会 田辺市

11 日 9:30 府連講習会（段級なし、級・初段受有者） 堺 3～4 〔関東地区〕臨時中央審査 甲府市

11 日 9:30 府連講習会（弐・参段受有者） 岸和田 4 近畿地域弓道大会 川西市

11 日 9:30 府連講習会（四段受有者） 住吉 4 第２５回私学大会（高体連） 大阪城

17～18 土日 9:00 平成２７年度地域社会弓道指導者講習会 大阪城 9～11 中央研修会 中央道場

25 日 9:30 府連女子講習会（五段以下） 万博 16～18 第６６回全日本弓道遠的選手権大会 中央道場

17～18 〔東北地区〕臨時中央審査 弘前市

17～20 第２８回全国健康福祉祭 下関市

24～25 ［中国地区］臨時中央審査 広島市

27～30 〔東京〕特別外国講習会 中央道場

31～2 〔東京〕定期中央審査 中央道場

7～8 土日 9:00 第５２回大阪高校弓道新人戦 大阪城 3 明治神宮奉納全国弓道大会 中央道場

　（兼）第３３回全国高校選抜大会大阪予選 8 ［東海地区］錬士臨時中央審査 名古屋市

　　　（7日夜間も使用） 14～15 近畿地域弓道交流会 明石市

8 日 9:30 府連女子講習会（称号者） 万博 15 ［関東地区］錬士臨時中央審査 前橋市・高崎市

22 日 9:30 府連冬季審査　無～初段   　　（受付 10/17) 堺 22～23 第２２回近畿高校弓道選抜大会 姫路市

22 日 9:30 府連冬季審査　弐・参・四段　 （受付 10/17) 枚方 23 ［九州地区］臨時中央審査 諫早市

23 月 10:00 古式講習会 万博 27～29 〔東京〕特別学生臨時中央審査 中央道場

29 日 9:30 大学生対象講習会 吹田 大阪府実業団射会

12 土 17:00 常任理事会・理事会 茨木 大阪城 5～6 [近畿地区]臨時中央審査 田辺市

13 日 9:30 大阪府連例会（納射会・総会) 岸和田 大阪城 19 高体連主催高校生講習会 大阪城

20 日 9:30 第１２回大阪府大学弓道遠的大会 交野 万博 19～20 ［東京］特別臨時中央審査 中央道場

大教 25～27 第３４回全国高等学校弓道選抜大会 宇都宮市

八尾

10 日 9:30 大阪府連例会（初射会） 高津 大阪城 2 百舌鳥八幡宮奉射大的式 百舌鳥八幡

23 土 17:00 常任理事会 吹田 大阪城 9 第１２回公立学校弓道大会 大阪城

24 日 9:30 第１１回大阪府色的得点制遠的大会 住吉 万博 13 住吉大社御結鎭祭大的式 住吉大社

豊中 17 近畿地連連絡会議 京都市

枚方 17 第６５回三十三間堂全国遠的大会 三十三間堂

31 第２回近畿中学生錬成大会 大阪城

大阪府実業団射会

7 日 9:30 府連講習会（段級なし、級・初段受有者） 枚方 1～４ 特別外国講習会 名古屋市

7 日 9:30 府連講習会（弐・参段受有者） 豊中 5～7 ［名古屋］定期中央審査 名古屋市

11 木 9:30 範･教・錬･女子・有段者対抗射会 大阪城 14 大阪武道祭 大阪市

21 日 9:30 学生審査　無指定　　　（受付 １/16） 万博 23 高津宮的祭奉射 高津宮

21 日 9:30 学生審査　初～四段　　（受付 １/16） 吹田 29 ［福岡］特別女子臨時中央審査 福岡市

6 日 9:30 勤労者大会選手決定射会 万博 6 全日本女子弓道大会（中日本の部） 名古屋市

6 日 9:30 第８回大阪城弓道場杯高校弓道選手権大会 大阪城 19～20 ［四国地区］臨時中央審査 高松市

13 日 9:30 府連春季審査　無～初段　     （受付 2/27） 堺 27～29 第６回全国私学弓道大会 東京

13 日 9:30 府連春季審査　弐段～四段 　（受付 2/27） 万博 27 [近畿地域]連合審査 川西市
28 ［都城］特別臨時中央審査 都城市

※時刻は開会時刻です。

［備　考] ☆府連審査受付 ： 受付場所は大阪城弓道場で、１３時～１６時までです。　　５/９（土）、８/１５（土）、１０/１７（土）、１/１６（土）、２/２７（土）

☆中央審査申込の府連締切日は、全弓連締切日の１０日前とします。但し、近畿地域で開催される中央審査および京都大会の申込は２０日前までとします。

中央審査の申込書は府連事務局へ郵送下さい、また受審料は府連のゆうちょ銀行の口座に振込んで下さい。　

定期・臨時・錬士臨時の各中央審査の実施要項、進行表等は全日本弓道連盟ホームページ （http://kyudo.jp/） 及び 『弓道』誌で確認下さい。

☆四・五段を対象とした講習会は、毎月第２土曜日の午後６時より大阪城弓道場で行います。但し、８月は休み、９月、１２月は第３土曜日に行います。

☆称号者を対象とした講習会は、６月と１０月の第４土曜日の午後６時より大阪城弓道場で行います。

大阪城弓道場　（℡）０６－６９４１－９９２１　　　万博弓道場　（℡）０６－６８７７－３３５５  　　　　ホームページアドレス　http://www.osaka-kyudo.jp/　　

○　この年間行事予定表は大阪府弓道連盟からの配布様式を基に、真和弓友会用に変更を加えたものです 真和弓友会　http://sinwakai.seesaa.net/

 ［大阪府連事務局］　〒565-0826　吹田市千里万博公園６－５　万博記念公園弓道場内　（TEL・FAX　０６－６３１８－５１１２） ◆ 〒565-8791 吹田千里郵便局 私書箱５７号
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（大阪城）


