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公 式 戦 大 会 要 領

■関東学生弓道選手権春季トーナメント大会 〔主催：関東学連〕
【ブロック予選：４月中旬】
・団体戦
一次予選：男子 ５人×８射 計４０射 ／女子 ３人×８射 計２４射
的中上位８位相当チームが通過（同中競射を行わない）
二次予選：男子 ５人×４射 計２０射 ／女子 ３人×８射 計２４射
一次予選的中＋二次予選的中上位４チームが決勝大会進出
・個人戦（団体戦出場者は団体戦における的中による）
一次予選：男子 ４射３中以上 ／女子 ４射２中以上
二次予選：男子・女子 ４射
一次予選的中＋二次予選的中上位５名が決勝大会進出
※団体戦終了時において、個人戦登録者で二次予選を皆中しても、団体戦
出場者の上位５名の的中を上回る可能性がない者は、二次予選を打ち切
る場合がある。
※５位相当者が同中の場合は、射詰（６射目より八寸的を使用）で決定。
但し、８射皆中者が５名を超える場合は、同中競射を行わず、皆中者は
決勝大会進出

【決勝大会：５月初旬（東京武道館）】
・団体戦
決勝トーナメント進出戦：（各ブロック予選通過４チーム 計 12 チーム）
男子 ５人×８射 計４０射 ／女子 ３人×８射 計２４射
的中上位８位チームがトーナメント進出
決勝トーナメント：（一対戦）
男子 ５人×４射 計２０射 ／女子 ３人×４射 計１２射
※的中順に定められたトーナメント位置に入る。
同中の場合は、予選的中を加算。予選同中の場合は抽選
・個人戦（各ブロック予選通過５名 計１５名＋予選皆中者）
決勝：男子・女子 ８射の的中数により決定
※同中の場合：
①予選（８射）の的中を加算
②予選同中の場合
・優勝決定戦は射詰（６射目より八寸的使用）。
（該当者全員が２本続けて外した場合は線的遠近競射）
・優勝以外の順位は線的遠近競射。

■全関東学生弓道選手権大会（日本武道館） 〔主催：都学連／共催：関東学連〕
【個人戦予選：６月初 or 中旬 ／ 団体戦・個人戦決勝：６月中 or 下旬】
・団体戦
予選：男子 ６人×４射 計２４射 ／女子 ３人×４射 計１２射
的中上位２４チームが決勝トーナメント進出
決勝トーナメント：（一対戦）
男子 ６人×４射 計２４射 ／女子 ３人×４射 計１２射
・個人戦
一次予選：男子 2 射 1 中以上 ／ 女子 4 射 2 中以上
二次予選：男子 2 射 2 中以上 ／ 女子 2 射 1 中以上
三次予選：男子 2 射 2 中
／ 女子 2 射 2 中
決
勝：射詰（1 本競射・一人になるまで繰り返す）

■全国大学弓道選抜大会 〔主催：全弓連／共催：全日学連〕
【関東地区予選：４月中旬】〔主管：関東学連〕
／関東学生弓道選手権春季ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ大会ブロック予選に兼ねる】
関東学生弓道選手権春季ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ大会ブロック予選の成績により選抜する。
・春季トーナメント二次予選までの男子 60 射の的中上位４チームに属する
大学。女子二次予選までの 36 射の的中上位４チームに属する大学を選抜
する
※ 男子４位相当・女子４位相当が複数ある場合：
春季トーナメント決勝大会の決勝トーナメント進出戦の
① １回目の的中数による
② １回目同中の場合は、2 回目の的中数による
③ ２回目同中の場合は、決勝トーナメント開始前に競射（一手・一本）
【予選会中止の場合の取扱い】
学連規約第 106 条第 3 項「全国大学弓道選抜大会関東地区予選は、関東学生弓道選手
権春季トーナメント大会ブロック予選に兼ねて行う。ただし、不測の事態により、大
会が中止になった場合は、直近の関東学生弓道選手権（リーグ戦）の的中率の順にこ
れを決定する。」により出場校を決定する。

【全国大学弓道選抜大会：６月下旬 明治神宮弓道場】
・男子－前年度優勝校・射道優秀校、全国各学連から選抜された 40 校
・女子－前年度優勝校・射道優秀校、全国各学連から選抜された 40 校
予選：男子

５人×４射 計２０射 ／女子 ３人×４射 計１２射
的中上位 16 チームが決勝トーナメント進出

決勝トーナメント：（一対戦）
男子 ５人×４射 計２０射

／女子

３人×４射 計１２射

計４２校
計４２校

■全日本学生弓道選手権大会 〔主催：全日学連（出場権：正加盟校）〕
会場：東京・日本武道館／神戸・ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸／名古屋・ｶﾞｲｼﾎｰﾙ（持ち回り）
【個人戦予選：７月初旬 ／ 団体戦・個人戦決勝：８月中旬】
・団体戦
予選：男子 ５人×４射 計２０射 ／女子 ３人×４射 計１２射
的中上位 24 チームが決勝トーナメント進出
決勝トーナメント：（一対戦）
男子 ５人×４射 計２０射 ／女子 ３人×４射 計１２射
※優勝校は全日本学生弓道（女子）王座決定戦へ学連推薦出場権獲得
・個人戦
予選：男子
女子
決勝：男女

一次 2 射 1 中以上／二次
4 射 3 中以上
2 射 2 中の後

2射2中

射詰（1 本競射・一人になるまで繰り返す）

■関東学生弓道選手権大会 〔主催：関東学連〕
【各ブロックリーグ戦（選手権ブロック予選）－９月中旬～１０月中旬】
各部（原則５校）所属校による総当たり
・男子（一対戦）４人立ち二立×20 射 計１６０射の総的中数により勝敗決定
・女子（一対戦）３人立ち×20 射 計６０射の総的中数により勝敗決定
・リーグ順位は、勝率・的中率・決定戦の順による
・Ⅰ部１位優勝校は決勝大会進出

【決勝－10 月下旬 or11 月初旬 東京武道館】
北関東・中関東・南関東各ブロックⅠ部リーグ優勝校による選手権決勝
・男子 ４人立ち二立×20 射 計１６０射の総的中数により順位決定
・女子 ３人立ち×20 射 計６０射の総的中数により順位決定
※優勝校は全日本学生弓道王座決定戦の出場権獲得（準加盟校は除く）

【個人戦】リーグ戦の的中率（2/3 以上の行射者が対象）により順位決定
同的中率の場合、行射数の多い者が上位
同行射数・同的中率の場合は同位とする
ただし、優勝及び３位に相当する者が複数いる場合は、決勝大会において
優勝決定戦及び東西学生弓道選抜対抗試合出場者決定戦を行う
※男女各上位３名は東西学生弓道選抜対抗試合の出場権獲得（準加盟校は除く）

■伊勢神宮奉納大会：１１月下旬（伊勢神宮弓道場）
〔主催：全日学連（出場権：正加盟校）〕
1⃣ 全日本学生弓道王座決定戦
各地区学生弓道連盟（９連盟）より選出された各１校と全日本学生弓道連盟の推薦
（全日本学生弓道選手権大会優勝校等）する１校の計１０校によるトーナメント
・一回戦・二回戦・準決勝
４人立ち二立×１２射 計９６射の総的中数により勝敗決定
・決勝戦
４人立ち二立×２０射

計１６０射の総的中数により順位決定

2⃣ 東西学生弓道選抜対抗試合
各地区学生弓道連盟より選出された東軍（北海道・東北・関東・北信越・東京）、
西軍（東海・関西・中四国・九州）各１３名（内補欠３名）により構成
・５人立ち二立×２０射 計２００射の総的中数により勝敗決定

3⃣ 全日本学生弓道女子王座決定戦
各地区学生弓道連盟（９連盟）より選出された各１校と全日本学生弓道連盟の推薦
（全日本学生弓道選手権大会優勝校等）する１校の計１０校によるトーナメント
・一回戦・二回戦・準決勝
３人立ち×１２射 計３６射の総的中数により勝敗決定
・決勝戦
３人立ち×２０射

計６０射の総的中数により勝敗決定

4⃣ 女子東西学生弓道選抜対抗試合
各地区学生弓道連盟より選出された東軍（北海道・東北・関東・北信越・東京）、
西軍（東海・関西・中四国・九州）各１３名（内補欠３名）により構成
・５人立ち二立×２０射 計２００射の総的中数により勝敗決定

