
平成 ２２年度 福岡県高等学校 弓道競技大会

兼 第５６回 全九州高等学校体育大 会県予選会

開 催 要 項

１．主 催 福岡県高等学 校体育連盟・福岡県教 育委員会

２．後 援 福 岡 県 弓 道 連 盟

３．主 管 福岡県 高等学 校体育連盟 弓道専門 部

４．期 日 平成２２年 ５ 月 ８日 （土） 午 後１３時００分

平成２２年 ５ 月 ９日 （日） 午 前 ９時００分

５．会 場 福岡武道館弓 道場：福岡市中央区大 濠１－１

６．代表 者会議（監督会議） ５月８日 １２時３０ 分：於 武道館弓道場 射場

５月９日 ８時３０ 分：於 武道館弓道場 射場

７．競技 規則 全九州高等学校 弓道競技規則及び全日 本弓道連盟

競技規則による 。

８．競技 方法

◎ﾁ-ﾑ編 成 学校単位の団体 戦とし、チ－ム編成は 選手５名，補欠２名

の計７名以内と する。

◎種 目 標的３６ｃｍの かすみ的，射程２８ｍ の近的競技。

◎種 別 団体の部：（学 校対抗）男子の部・女 子の部

個人の部：男子 の部・女子の部

◎方 法 ・団体戦（団体・ 個人予選１立は１２日 に実施する）

立射で、４本矢 ２立行射する。上位８ チ－ム以上（同中を含 む）は

さらに４本矢１ 立行射し、 60射の総的 中数で、順位を決定す る。

同中の場合は各 自１本、団体５本によ る競射とする。

・個人戦（団体戦 出場者で個人権有資格 者は団体戦の成績を

これに 充てる）

立射で、４本矢 ２立行射する。男子５ 中、女子４中以上の選 手は

さらに４射行い 、１２射の的中数で順 位を決定する。

同中の場合、優 勝決定のみ射詰でおこ ない、他は遠近法とす る。

◎競技進 行 ①本座に控え、 進行係の”起立”の合 図までに集合しないと きは、

その立ちにか ぎりその選手は棄権と みなす。

②１チ－ムの行 射時間は６分 30秒以内 とし、前立ちの選手の 弦音

までに打ち起 こすこと。ただし、前 立ちの選手より先に射 放し

てはいけない 。

③団体選手の変 更・交代は申込書記載 の登録選手以外は認め ない。

選手変更は代 表者（監督）会議で、 交代は競技開始後各々 補欠

１名につき１ 回とする。

④代表者（監督 ）会議の時に変更した 選手は以後補欠とみな す。



9. 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、教頭、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 全保険）に必ず加入す ること

を条件とする 。

10. 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の 資格

を得た者であ ること。

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 ３年４月２日以降に生 まれた者とする。但し 、

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。



11．参加 制限 各ブロックから の出場人員は下記の基 準による。

・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．北部ブロッ ク及び中部ブロックは 男子・女子計８校以内 とする。

南部ブロッ クは男子・女子計１０ 校以内とする。

筑豊ブロッ クは男子・女子計６校 以内とする。

但し、男女 の学校数は各支部に一 任する。

また、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。

・個人競技

ア・各ブロック 予選で男子８射５中、 女子４中以上の成績を 収めた者。

12．参加 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、

平成２２年５月 ３日（月）までに申し 込むこと。

申込先 〒 804-0062 北九州市戸畑 区浅生１－１０－１

北九州市立高 等学校 古閑 康博 教諭 宛

TEL 093-881-5440 FAX 093-883-3747

13.参加申 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 。

14．表 彰 団体、個人とも それぞれ３位まで。

15．九州 大会 団体戦１・２位 校、個人戦１～５位は 全九州高等学校弓道大 会

(佐賀県 ) ７月 １１日 (土 )［団体戦］ ,１２日 (日 )［個人戦］

に出場できる。

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



17．そ の 他 ①弓道衣（白） 、はかま（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 の着用

でもよい。

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（文字を 入れる場合は結び目よ り先

のみ可）とし 、長さは肩までとする 。

④下記によるゼ ッケンを右腰につける 。（補欠：６，７）

（個人出場者 は学校名がわかればよ い）

１ ８ｃｍ

学 校 名 ７ｃｍ

（立順 ）１～７ ５ｃｍ

⑤ゼッケンを着 けてない選手は入場を 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 ておいてください。

⑦監督教員のい ない学校は出場を認め ない。

⑧当日（８日： 土）、試合会場は９時 より１２時まで使用で きる。

但し、各学校 の責任のもとに使用す ること。

⑨本大会は平成 ２２年度国民体育大会 出場候補者の予選を兼 ねる。

⑩本大会は平成 ２２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。


