
                   開 催 実 施 要 項 

 

１．大 会 名    平成２５年度 福岡県高等学校総合体育大会弓道選手権大会   

            兼 第５８回 全国高等学校総合体育大会県予選 

         兼 平成２５年度  福岡県高等学校弓道競技大会  

         兼 第５９回 全九州高等学校体育大会県予選会 

２．主  催   福岡県高等学校体育連盟・福岡県教育委員会 

３．後  援    福岡県弓道連盟・西日本新聞社 

４．主  管    福岡県高等学校体育連盟弓道専門部 

５．期  日    （１）開会式 平成２５年 ５月 ４日（土） 午後 12 時 30 分 

                （２）競 技  平成２５年 ５月 ４日（土） 午後 1 時 00 分 個人戦 

                                  ５月 ５日（日） 午前 9 時 30 分 個人戦 

                      個人戦表彰式       ５月 ５日（日） 午後 4 時 30 分予定  

                      団体戦開始式      ５月２５日（土） 午後 12 時 30 分  

                                         ５月２５日（土） 午後 1 時 00 分 団体戦 

                     ５月２６日（日） 午前 9 時 00 分 団体戦 

                （３）閉会式  平成２５年 ５月２６日（土） 午後 4 時 30 分予定 

６．会  場     

 （１）５月４，５日 福智町弓道場  （福岡県田川郡福智町金田１１８５番地） 

    保護者の方や応援でお越しの方の車、及び大型バスについてはテニスコート裏  

   の駐車スペースに駐車して下さい。      

  （２）５月 25，26 日 久留米市弓道場（福岡県久留米市合川町２２５７－３）     

             

  （３）選手控え場所 ５月４，５日 福智町体育館（館内の飲食禁止） 

           ５月 26，27 日 久留米市総合スポーツセンター武道館剣道場 

                 （道場内の飲食禁止）      

    ＊上記以外の場所に[特に久留米市野球場周辺に]控え場所を取ったチームは 

    厳罰に処す。 

 

７．代表者会議（監督会議）５月 ４日 １２時００分：於  福智町弓道場 近的射場内 

                          ５月２５日  １２時００分：於  久留米市弓道場 射場内 

８．競技規則    全国高等学校弓道大会競技規則及び全日本弓道連盟弓道競技規則による。 

９．競技内容    (1)種目：近的競技        (2)種別：男子の部・女子の部 

                (3)種類：個人競技･団体競技  (4)規定：３６ｃｍの霞的とする。 

10．競技方法 

  （１）競技は次の方法によって行う。 

      ◎個人競技  （※個人予選１立目は５月４日に実施する。） 

       (ｱ)予選  各自４射２立計８射行う。８射５中以上の者は準決勝に進出する。 

       (ｲ)準決勝 各自４射を行い、３中以上の者は決勝に進出する。 

    (ｳ)決勝） 射詰めによる順位決定とする。 

         １位競射については競射５本目より八寸的を用いる。 

         ２位以下は遠近法による。 

         （なお、この大会では遠近法の予備競射は行わない。） 

 



     ◎団体競技 （※団体予選１立目は５月２５日に実施する） 

       (ｱ)予選は各自４射２立計４０射を行い、的中数上位より８チ－ムを予選通過と 

     する。同中のチームが出た場合は各自１射計５射の的中数によって決する。  

       (ｲ)予選終了後、トーナメント戦の立順抽選を全国総体本戦に準じて行う。 

       (ｳ)決勝はトーナメント戦を行い、各自４射の的中数により勝敗を決定する。  

     同中の場合は、各自１射計５射の競射を行う。 

          競射の１本目は予備矢を使用し、監督（補欠選手の代行可）は選手と共に  

          入場する。 

  （２）行射は予選より決勝まで全て立射とする。 

  （３）団体戦の行射時間（「始め」の号令から５番立ちの４本目の弦音まで）は  

        ６分３０秒以内とする。個人戦は前立ちの会で打ち起こすこと。 

  （４）選手の変更・交代 

       (ｱ)団体選手の変更・交代は申込書に記載した登録選手以外認めない。 

       (ｲ)立ち順の変更は認めない。 

       (ｳ)選手の変更は代表者（監督）会議で認める。 

       (ｴ)予選における選手の交代は２回（２人）までとする。 

       (ｵ)決勝トーナメントの交代は、立番抽選時２回（２人），途中２回（２人）の  

     計４回認める。 

11. 引率・監督について 

      ①引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の副校長、教頭、主幹教諭、  

    指導教諭、教諭、助教諭、常勤講師、又は校長とする。 

    個人の場合は校長の認める当該校又は他の学校の副校長、教頭、主幹教諭、  

    指導教諭、教諭、助教諭、常勤講師、又は校長とする。 

      ②監督・コーチは校長が認める指導者とし、それが外部講師の場合は 

        傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保健）に必ず加入することを条件とする。  

12. 参加資格  

      ①選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）  

   に在籍する生徒であること。 

   ②選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加資格を得た者。 

      ③全日本弓道連盟に登録された者であること。 

      ④年令は、平成６年４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は 

        同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

      ⑤チ－ムの編成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成を認めない。 

      ⑥統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チ－ムによる 

        大会参加を認める。 

      ⑦転校後６ｹ月未満の者の参加は認めない。（外国人留学生もこれに準ずる） 

    ただし、一家転住等のやむを得ない事由による場合は、全日本弓道連盟、弓道専  

   門委員会で調査し高体連会長の承認があればこの限りでない。 

      ⑧出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を      

   必要とする。 

      ⑨その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟  

    大会開催基準要項の参加資格に準ずる。 

 

 



      ⑩参加資格の特例 

        ア.上記①②に定める生徒以外③～⑨の大会参加資格を満たし、かつ本連盟が 

      承認した生徒については、別途に定める規定に従い大会参加を認める。  

        イ.上記④については、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、  

      同一競技３回限りとする。 

        ウ.学年の区分を設けてある課程に在籍する生徒の出場は３学年までとする。  

13．参加制限    各ブロックからの出場人員は下記の基準による。 

        ・個人競技 

            男女とも各ブロック予選で８射５中以上の成績を収めた者。 

        ・団体競技 

          ア．１校から男子１チ－ム、女子１チ－ム以内とする。 

          イ．筑豊ブロックからは男子・女子とも各４校以内とする。 

              北部ブロック、中部ブロック、及び南部ブロックは男子・女子とも 

       各７校以内とする。 

              但し、ブロック予選で男子６割、女子５割以上の的中を収めた学校は  

              出場できる。 

          ウ．チ－ム編成は監督１名、選手５名、補欠２名の計８名とする。 

14.参加申込  各ブロックの専門委員長が一括して、別紙申込書に必要事項を記入し、 

              ①個人戦は平成２５年 ４月２９日（月）までに申し込むこと。 

              申込先 中部ブロック専門委員長  春日高校 安川 俊英 教諭 

              ②団体戦は平成２５年 ５月２０日（月）までに申し込むこと。 

              申込先 北部ブロック専門委員長  青豊高校 椋田 孝行 教諭 

15.参加申込書(参加負担金一覧表)  

              県大会に出場する学校の顧問は高体連のＨＰより参加申込書（参加負担金 

      一覧表）をダウンロードし、以下の手順に従って提出すること。 

       （１）参加申し込みに記載されている生徒個人情報について 

               利用目的等・大会競技プログラムまたは福岡県高体連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの記載  

                         ・参加資格の確認（年齢及び転校等） 

                         ・競技成績については学校名・氏名・成績（記録）のみを 

                           公表することとする。 

               参加申込書の提出により、申込書記載の生徒の個人情報は、上記利用目的 

       に使用する旨の承諾を得たものとする。 

             （２）申し込み先・申込期日  

        参加申込書については各校顧問が、県大会会場で所属するブロックの専門 

       委員長に県大会初日の監督会議の際に必ず手渡しで渡すこと。 

       （原本 1 枚とコピー2 枚が必要。職印、必要事項が未記入のものは無効） 

16. 参加負担金 団体（１チーム）5,000 円、個人（１人）500 円を徴収する。 

17．表  彰   団体、個人ともそれぞれ３位まで表彰する。 

18．取得制限  ①全九州大会    男女とも団体優勝校・２位校、個人１～５位は 

         全九州高等学校大会（7 月１３，１４日 宮崎市）に出場できる。 

                ②全国総合体育大会 男女とも団体優勝校・２位校、個人１～４位は 

         全国高等学校総合体育大会（8 月１～4 日北九州市）に出場できる。 

                  本大会では団体戦出場校と個人戦出場校を兼ねることができる。 

        （本年度個人戦出場枠が増枠したための特例。来年度は通常に戻す。）  



19．そ の 他   

    ①弓道衣（白）、袴（紺または黒の無地）、白足袋着用のこと。 

        尚、学校指定の制服（下衣）、白シャツ（無地）、白靴下を着用してもよい。  

   ②リボン、その他の装身具類は禁止する。 

   ③鉢巻を使用する場合は無地とし（文字を入れる場合は結び目より先とする）  

    、長さは肩までとする。 

   ④下記によるゼッケンを右前腰につける。（補欠は６、７） 

       （個人出場者は学校名が分かればよい） 

                          １８ｃｍ 

 

  学  校  名 

 

 （立順）１～６ 

 

 

７ｃｍ          

          １２ｃｍ 

５ｃｍ            

 

      ⑤ゼッケンを着けていない選手は入場を認めない。 

   ⑥弓具に照準、目印をつけてはならない。 

        矢摺籐の長さは６ｃｍ以上、また籐が開いていれば詰めさせる。 

    事前に点検しておいて下さい。 

        替弦のない選手が弦切した場合は残りの矢は失権とし、残った矢を持って退場さ 

   せる。（替弓が可能なら続行させる。ただし、同一チーム内の替弓は認めな    

  い。） 

   ⑦引率責任者のいない学校は出場を認めない。 

      ⑧試合会場での公式練習は初日９時より１１時００分まで可能。 

    但し、各学校の顧問の先生方は必ず立ち会いをお願いします。 

        なお、福智町弓道場では初日の試合終了後の練習は認めないので注意すること。  

      ⑨この大会は平成２５年度国民体育大会予選を兼ねる。(選考会６月９日福智町） 

        ５月２６日（日）の団体戦予選終了後に６月９日の出場選手を発表する。  

      ⑩この大会は平成２５年度紫灘旗全国高校遠的弓道大会出場候補校の予選を兼ねる。 

      ⑪上位大会出場者に棄権が生じた際の繰り上げ出場のため８位までの順位を決める。 

      ⑫会場内外にゴミを残さないように引率の先生方でご指導願います。食中毒防止・  

    ゴミ減量のため弁当の委託販売を行いますのでできるだけご協力をお願いします。 

      ⑬５月 25 日（土）の宿泊施設は専門部で斡旋するので宿泊希望の学校はそちらでの 

   宿泊を優先してください。 

       

２０．問い合わせ先 

             〒８０２－００８２ 

             福岡県北九州市小倉北区古船場１－３５北九州市商工貿易会館 

       平成２５年度全国総体北九州市実行委員会 弓道競技担当 土谷武司 

       ＴＥＬ０９３－５３３－９３２４ ＦＡＸ０９３－５３３－９３５０    

            


