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7(土) 特別講習会（称号者） 駒沢 1(日) 第73回国体東京都選手強化予選会① 都武 20(金) ～ 22(日) 国際Bセミナー 未定

8(日) 第753回月例会（大田第一） 神宮 8(日) 昭憲皇太后記念遠的大会 中央 23(月) 外国特別審査 中央道場

22(日) 全日本選手権強化13:00〜 駒沢 8(日) 第28回東京都中学校個人選手権大会 都武 24(火) ～ 25(水) 第3回世界弓道大会 中央道場

29(日) 審査講習会（中高生･一般） 駒沢 14(土) 関東高校大会都予選会（女子） 中央 26(木) ～ 28(土) 国際Aセミナー 中央道場

15(日) 関東高校大会都予選会（男子） 中央 29(日) 外国特別審査 中央道場

15(日) 第73回国体東京都選手強化予選会② 都武

30(月) 第14回東京都大学生対象講習会(基本主体） 中央・神宮

13(日) 第238回地区審査 中央 3(木) 第134回明治神宮奉納遠的弓道大会 中央 3(木) ～ 4(金) 第68回全国弓道大会 京都（京都）

20(日) 第754回月例会（小笠原） 駒沢 12(土) 第73回国体東京都選手強化記録会③ 中央 5(土) ～ 6(日) 〔京都〕定期中央審査 京都（京都）

19(土) 第71回都民体育大会（女子） 都武 19(土) ～ 20(日) 〔東京〕特別学生臨時中央審査 中央道場

26(土) 第71回都民体育大会（男子） 都武 19(土) ～ 20(日) 〔東海地区〕臨時中央審査 名古屋（愛知）

27(日) 第73回国体東京都選手強化予選会④ 中央 27(日) 〔近畿地区〕錬士臨時中央審査 大津（滋賀）

2(土) 第755回月例会（品川） 中央 3(日) 第1回【東京】関東地域連合審査 中央 　1(金) ～ 3(日) 第66回全日本勤労者弓道選手権大会 水戸（茨城）

17(日) 全日本選手権選考会09:30〜 駒沢 3(日) 第54回全日本女子弓道大会東日本の部 上尾（埼玉） 　2(土) ～ 3(日) 〔関東南〕指導者講習会 小瀬（山梨）

17(日) 関東地域選手権地区選考会13:30〜 駒沢 3(日) 第8回東京都中学校弓道講習会 宝仙学園 　9(土) ～ 10(日) 〔関東南〕指導者育成講習会 中央道場

9(土) 都高校総合体育大会（女子） 都武 10(日) 〔九州地区〕錬士臨時中央審査 熊本（熊本）

17(日) 都高校総合体育大会（男子） 都武 10(日) 〔北信越地区〕錬士臨時中央審査 福井（福井）

16(土) 第73回国体東京都選手強化予選会⑤（選手選考） 都武 17(日) 〔北海道地区〕錬士臨時中央審査 北見（北海道）

30(土) 第73回国体東京都選手強化練習会 都武 23(土) ～ 24(日) 第30回全国大学弓道選抜大会 中央道場

24(日) 〔中国地区〕錬士臨時中央審査 山口（山口）

7(土) 審査講習会（中高生､一般） 駒沢 1(日) 東京都三地区対抗弓道大会 中央 6(金) ～ 7(土) 〔仙台〕定期中央審査 仙台（宮城）

14(土) 第239回地区審査 中央 7(土) 東京都弓道選手権大会兼国体選手壮行会 中央 8(日) 〔東北地区〕錬士臨時中央審査 仙台（宮城）

22(日) 第756回月例会（至誠会） 神宮 ��（都道府県対抗東京都代表選手選考会①） 16(月) 全日本少年少女武道（弓道）練成大会 日本武道館

29(日) 第17回地区遠的大会（砧） 中央 8(日) 明治神宮崇敬会遠的弓道大会 中央 21(土) ～ 22(日) 〔東北・関東〕学校指導者講習会 横浜（神奈川）

22(日) 第17回明治神宮崇敬会全国弓道大会 中央

24(火) 第13回東京都中学生団体選手権（全中予選兼） 都武

28(土) 全日本選手権大会関東ブロック予選会 宇都宮（栃木）

12(日) 第757回月例会（渋谷） 神宮 4(土) 公認指導員更新講習会 中央 2(木) ～ 5(日) 第63回全国高校弓道大会(インターハイ) 袋井（静岡）

5(日) 第2回【東京】関東地域連合審査 中央 10(金) ～ 11(土) 第49回全日本教職員選手権大会 新潟（新潟）

　7,9,14,16,29 ジュニア特別強化事業 中央 12(土) 〔新潟〕特別教員臨時中央審査 新潟（新潟）

11(土) 第35回東京都弓道遠的選手権大会 中央 17(金) ～ 19(日) 第15回全国中学生弓道大会 中央道場

20(月) 都高校個人選手権大会（男子予選） 中央 25(土) ～ 26(日) 〔北海道地区〕臨時中央審査 札幌（北海道）

21(火) 都高校個人選手権大会（女子予選） 中央 26(日) 〔四国地区〕錬士臨時中央審査 松山（愛媛）

22(水) 都高校個人選手権大会（男女決勝） 中央

25(土) ～ 26(日) 第73回国体関東ブロック予選会 水戸（茨城）

30(木) 第66回東京都中学生弓道大会 中央

2(日) 第758回月例会（射学林） 神宮 8(土) 第73回国体東京都選手強化記録会 都武 1(土) ～ 2(日) 〔福岡〕定期中央審査 福岡（福岡）

9(日) 地区講習会（五段） 駒沢 ��（都道府県対抗東京都代表選手選考会②） 8(土) ～ 9(日) 〔北信越地区〕臨時中央審査 長野・須坂（長野）

16(日) 地区講習会（参段･四段） 駒沢 8(土) ～ 9(日) 関東高校個人選手権大会 中央 14(金) ～ 16(日) 第70回全日本男子弓道選手権大会 中央道場

9(日) 平成30年度都民生涯スポーツ大会 都武 16(日) ～ 18(火) 第52回全日本女子弓道選手権大会 中央道場

22(土) ～ 23(日) 関東地域選抜弓道選手権大会 中央 30(日) ～ 3(水) 第73回国民体育大会 敦賀（福井）

？ 特別講習会（称号受有者・支部長） 駒沢 7(日) 高校秋季大会(女子） 都武 5(金) ～ 7(日) 中央研修会 中央道場

14(日) 地区講習会（初段･貳段） 駒沢 21(日) 高校秋季大会(男子） 都武 6(土) ～ 7(日) 〔関東地区〕臨時中央審査 水戸（茨城）

28(日) 第759回月例会（世田谷） 神宮 20(土) 都道府県対抗強化練習会 神宮 13(土) ～ 14(日) 〔東北地区〕臨時中央審査 山形（山形）

28(日) 第23回シニア健康スポーツフェスティバル東京 都武 19(金) ～ 21(日) 第69回全日本弓道遠的選手権大会 金沢（石川）

20(土) ～ 21(日) 〔中国地区〕臨時中央審査 広島（広島）

30(火) ～ 2(金) 〔東京〕特別外国講習会 神宮・中央

11(日) 地区講習会（参段･四段） 駒沢 4(日) 高校新人大会(女子) 都武 3(土) 第135回明治神宮奉納全国弓道大会 神宮・中央

25(日) 第760回月例会（玉川） 神宮 18(日) 高校新人大会(男子) 都武 3(土) ～ 6(火) 第31回ねんりんピック 射水（富山）

18(日) 第3回【東京】関東地域連合審査 神宮・中央 4(日) ～ 6(火) 〔東京〕定期中央審査 神宮・中央

10(土) ～ 11(日) 〔関東地区〕錬士臨時中央審査 横浜（神奈川）

18(日) 〔東海地区〕臨時中央審査 浜松（静岡）

24(土) 第2回都道府県対抗弓道大会 日本武道館

24(土) ～ 25(日) 〔九州地区〕臨時中央審査 鹿児島（鹿児島）

30(金) ～ 2(日) 〔東京〕特別学生臨時中央審査 中央道場

2(日) 審査講習会（中高生､一般） 駒沢 15(土) 特別審査対応講習会 中央 1(土) ～ 2(日) 〔近畿地区〕臨時中央審査 大津（滋賀）

8(土) 第761回月例会（平和の森） 中央 22(土) ～ 23(日) 〔東京〕特別臨時中央審査 中央道場

9(日) 女子講習会（称号者） 駒沢 24(月) ～ 26(水) 第37回全国高等学校弓道選抜大会 岡山（岡山）

16(日) 第240回地区審査 中央

14(月) 第762回月例会（防衛省） 中央 4(金) 東京都弓道連盟新年射会（称号者） 中央

14(月) 新年理事会17:30〜 代々木 20(日) 第68回東京都中学生弓道大会 都武

20(日) 地区中高生大会 駒沢 27(日) 第66回都支部対抗弓道大会 都武

2(土) 第763回月例会（港） 中央 11(月) 第52回建国記念奉祝弓道大会 中央 5(火) ～ 8(金) 〔名古屋〕特別外国講習会 名古屋（愛知）

16(土) 地区講習会（五段） 駒沢 11(月) 第15回東京武道館杯(武道協議会共催) 都武 9(土) ～ 11(月) 〔名古屋〕定期中央審査 名古屋（愛知）

24(日) 特別講習会（称号者） 駒沢 16(土) 都高校遠的大会 中央 15(金) ～ 17(日) 第7回全国弓道指導者研修会？ 勝浦(千葉)

17(日) 第4回【東京】関東地域連合審査 中央

3(日) 第764回月例会（目黒） 中央 17(日) 全日本勤労者選手権大会東京都予選 昭島 4(月) ～ 5(火) 主任講師研修会 中央道場

10(日) 審査講習会（中高生､一般） 駒沢 17(日) 都指導者講習会(称号者・四・五段の部) 神宮・中央 6(水) ～ 8(金) 講師研修会 中央道場

21(木) 第241回地区審査 中央 27(水) 第9回東京都中学遠的講習会・大会 都武 16(土) ～ 17(日) 〔四国地区〕臨時中央審査 高松（高知）

24(日) 地区講習会（初段･貳段）総会 駒沢 25(月) 〔都城〕特別臨時中央審査 都城（宮崎）

30(土) 総会？ 品川

中央：至誠館第二道場、神宮：至誠館第一道場、都武：東京都武道館
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