
令和４年度島根県高校弓道選手権大会
（兼 第４１回全国高校弓道選抜大会島根県予選
（兼 第３０回中国高校弓道新人大会島根県予選）

（１）主 催 島根県教育委員会・島根県高等学校体育連盟
（２）主 管 島根県高等学校体育連盟弓道専門部
（３）日 時 令和４年１０月２９日（土）～３０日（日）
（４）会 場 江津工業高校弓道場（江津市江津町１４７７ ℡0855-52-2120）
（５）日 程 １０月２９日（土） ９：００ 監督会議（弓道場）

９：４５ 開会式
１０：００ 競技開始

個人戦兼団体戦予選１回戦・２回戦
１７：００ 競技終了

１０月３０日（日） ９：００ 監督会議（弓道場）
９：４５ 競技開始

個人戦兼団体戦予選３回戦
個人戦決勝（順位決定競射）
団体戦決勝リーグ

１７：００ 閉会式
（６）参加規定 ・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）に在籍し，島根県高等学校体育連盟に加盟している生徒であること。
但し，休学中・留学中の生徒を除く。

・年齢は，平成１６年４月２日以降に生まれた者とする。但し，出場は同一
学年での出場は１回限りとする。

・（公財）全国高等学校体育連盟弓道専門部に登録していること。
・男女とも各校２チーム以内，３年生の出場は認めない。
・１チーム３名＋補員１名とする。
・立順に従って，ゼッケン番号（Ａ：１～４，Ｂ：５～８）を決める。
・補員はゼッケン番号を４（Ａ），８（Ｂ）とする。
・申込書に記載した立順，および選手の変更は認めない。

（７）競技方法
第１日目 個人戦兼団体戦予選１回戦・２回戦
・４人立ち２射場［射手間隔は115㎝，１・４・５・８同時打ち起こし］，立射
・時間制限は設定しないが，極端に進行が遅れる場合は進行担当者より注意を行うこと
がある。

・４つ矢２回を行う
・団体競技予選の選手交代（補員登録）は，監督会議時又は１回戦開始前（チームの行
射前）までに１回，１回戦と２回戦の間に１回の計２回認める。監督会議時には口頭
で，それより後は所定の用紙に記入して，原則として選手が第二控えに入るまでに監
督が本部席（委員長）へ届ける。選手交代しても，立順は変わらない。

第２日目 個人戦兼団体戦予選３回戦
・４人立ち２射場［射手間隔は115㎝，１・４・５・８同時打ち起こし］，立射
・時間制限は設定しないが，極端に進行が遅れる場合は進行担当者より注意を行うこと
がある。

・４つ矢１回を行う
・団体競技予選の選手交代（補員登録）は，監督会議時又は１回戦開始前（チームの行
射前）までに１回認める。監督会議時には口頭で，それより後は所定の用紙に記入し
て，原則として選手が第二控えに入るまでに監督が本部席（委員長）へ届ける。補員
交代しても，立順は変わらない。

・個人戦兼団体戦予選１～３回戦の合計（補員を除く各校36射）の上位６校に中国新人
大会への出場権を与え，上位５校を予選通過として決勝リーグ出場権を与える。５位
校または６位校が複数校あるばあいは各自１射の競射により予選通過校あるいは中国
新人大会への出場校を決定する。この場合，予選３回戦の補員を外して競射を行う。
ただし，６位校を決める競射に新人戦東西各団体優勝校が含まれる場合には，当該校
を６位校とする。また，これに２校が該当する場合には各自１射の競射により６位校
を決定する。

・個人戦兼団体戦予選１～３回戦の個人合計の上位男女各８名（但し新人東部地区・西
部地区の各地区男女各１，２位を除く）に中国新人大会への出場権を与える。８番目
の選手が複数人いる場合には各自１射の競射により予選通過者を決定する。また，個
人戦男女各１，２位の選手に全国選抜大会への出場権を与える。



第２日目 個人戦決勝（順位決定競射）
・個人戦の順位は個人戦兼団体戦予選１～３回戦の的中数の多い順に決定する。同中の
場合は順位決定競射を実施する。この場合，１位又は２位を決定する競射は射詰め法
にて，それ以外の順位を決定する場合には遠近法で決定する。

第２日目 団体戦決勝リーグ
・３人立ち２射場［射手間隔は150㎝の予定，順打ち起こし］，立射
・時間制限は設定しないが，極端に進行が遅れる場合は進行担当者より注意を行うこと
がある。

・決勝リーグの際は，各校参加選手より自由に３名を選出できることとする。選手変更
も自由に認める。

・決勝リーグの組み合わせは，個人戦決勝（順位決定競射）の終了後，くじ引きで決定
する。

・決勝リーグは，各校12射の的中数で勝敗を決する。同中の場合は直ちに射詰競射を行
い，勝敗を決する。

・決勝リーグでの勝利数により順位を決定する。
・勝利数が同じ場合は総的中数（48射）で決定する。
・勝利数，総的中数ともに同じ場合は，直接対戦の勝敗で決定する。
・以上により決定しない場合は各自１本ずつの競射で決定する。

（８）競技方法の留意事項
・競技については，（公財）全国高体連弓道専門部競技規則に従うこと。但し，あらか
じめ記したように個人戦兼団体戦予選は射手間隔が狭いため，取り矢は各校の判断に
任せる。

・個人戦兼団体戦予選は射手間隔が狭いので，接触による失の場合は射なおしを認める。
この場合，選手の自己申告または監督・介添えの申告に基づいて射場審判でその可否
を判断する。

・第一控えが射位に進む時点で，第二控えに選手が集合してない場合は，その選手のみ
をその立ちに限り失権とする。団体選手が２名を下回ったときは，団体戦は失格とし，
個人戦のみ有効とする。

（９）表彰
・団体戦は男女各３位まで，個人戦は男女各５位まで表彰する。
・団体戦男女各上位６位までの各学校と個人戦上位男女各８名（但し新人東部地区・西
部地区の各地区男女各１，２位を除く）に中国新人大会（11月18日～20日：広島県広
島市）の出場権を与える。

・団体戦男女各１位校及び個人戦１位・２位の選手には全国高等学校弓道選抜大会（
12月 日～ 日：熊本県 市）への出場権を与える。

（10）参加料
・参加選手１人につき500円

（11）宿泊費
・旅館組合 １泊２食 6,600円（税別） 弁当代700円（税込み）
・それ以外は各校で責任を持って申込み，手配をすること（宿泊料金は宿舎によって異
なる）

（12）大会会場での公式練習時間
・大会前日 １２:３０～１７:００
・大会当日 朝の練習は行わない

試合終了２０分後から１７：００（時間の都合で実施できない場合あり）
場内係の指示に従い練習を行う。矢取りは選手で行うこと。

（13）申込先 津和野高校 山根幸久 先生 宛
yamane-yukihisa@edu.pref.shimane.jp

締切 １０月２１日（金） １５：００

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

・各校顧問は，「令和３年度島根県高等学校総合体育大会実施時における新型コロナウ
イルス感染症拡大防止に関するガイドライン」に基づき，各校部員の大会参加の可否
を判断すること。

・参加者（顧問教員・生徒・外部指導者））は，大会２週間前から大会参加終了日まで，
「健康チェックシート（様式１）」を毎日記入し，大会参加期間中は，学校ごとに
「健康チェック提出用シート（様式２）」を毎日提出すること。

・選手控え室・トイレ等のドアノブなどは，主催者及び大会参加者で消毒する。
・矢取は，選手が交代で行う。その際，矢取りの前後に手指消毒をすることと，各自の
矢は自分で消毒すること。

・これ以外にも，事前または当日に指示する場合がある。



令和４年度島根県高校弓道選手権大会
（兼 第４１回全国高校弓道選抜大会島根県予選
（兼 第３０回中国高校弓道新人大会島根県予選）

（１）主 催 島根県教育委員会・島根県高等学校体育連盟 コロナ対策案
（２）主 管 島根県高等学校体育連盟弓道専門部
（３）日 時 令和４年１０月２９日（土）～３０日（日）
（４）会 場 江津工業高校弓道場（江津市江津町１４７７ ℡0855-52-2120）
（５）日 程 １０月２９日（土） ９：００ 監督会議（射場）

（女子） ９：４５ 開会式
１０：００ 競技開始

個人戦兼団体戦予選１回戦～３回戦
個人戦決勝（順位決定競射）
団体戦決勝リーグ

１６：３０ 閉会式
１０月３０日（日） ９：００ 監督会議（射場）
（男子） ９：４５ 競技開始

１０：００ 競技開始
個人戦兼団体戦予選１回戦～３回戦
個人戦決勝（順位決定競射）
団体戦決勝リーグ

１６：００ 閉会式
（６）参加規定 ・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）に在籍し，島根県高等学校体育連盟に加盟している生徒であること。
但し，休学中・留学中の生徒を除く。

・年齢は，平成１６年４月２日以降に生まれた者とする。但し，出場は同一
学年での出場は１回限りとする。

・（公財）全国高等学校体育連盟弓道専門部に登録していること。
・男女とも各校２チーム以内，３年生の出場は認めない。
・１チーム３名＋補員１名とする。
・立順に従って，ゼッケン番号（Ａ：１～４，Ｂ：５～８）を決める。
・補員はゼッケン番号を４（Ａ），８（Ｂ）とする。
・申込書に記載した立順，および選手の変更は認めない。

（７）競技方法
個人戦兼団体戦予選１回戦，２回戦
・４人立ち２射場［射手間隔は115㎝，１・４・５・８同時打ち起こし］，立射
・時間制限は設定しないが，極端に進行が遅れる場合は進行担当者より注意を行うこと
がある。

・４つ矢２回を行う
・団体競技予選の選手交代（補員登録）は，監督会議時又は１回戦開始前（チームの行
射前）までに１回，１回戦と２回戦の間に１回の計２回認める。監督会議時には口頭
で，それより後は所定の用紙に記入して，原則として選手が第二控えに入るまでに監
督が本部席（委員長）へ届ける。選手交代しても，立順は変わらない。

・個人戦兼団体戦予選１，２回戦の合計（補員を除く各校24射）の上位６校に中国新人
大会への出場権を与え，上位４校を予選通過として決勝リーグ出場権を与える。４位
校または６位校が複数校あるばあいは各自１射の競射により予選通過校あるいは中国
新人大会への出場校を決定する。この場合，予選３回戦の補員を外して競射を行う。
ただし，６位校を決める競射に新人戦東西各団体優勝校が含まれる場合には，当該校
を６位校とする。また，これに２校が該当する場合には各自１射の競射により６位校
を決定する。

・個人戦兼団体戦予選１，２回戦の個人合計の上位男女各８名（但し新人東部地区・西
部地区の各地区男女各１，２位を除く）に中国新人大会への出場権を与える。８番目
の選手が複数人いる場合には各自１射の競射により予選通過者を決定する。また，個
人戦男女各１，２位の選手に全国選抜大会への出場権を与える。

個人戦決勝（順位決定競射）
・個人戦の順位は個人戦兼団体戦予選１，２回戦の的中数の多い順に決定する。同中の
場合は順位決定競射を実施する。この場合，１位又は２位を決定する競射は射詰め法
にて，それ以外の順位を決定する場合には遠近法で決定する。



団体戦決勝リーグ
・３人立ち２射場［射手間隔は150㎝の予定，順打ち起こし］，立射
・時間制限は設定しないが，極端に進行が遅れる場合は進行担当者より注意を行うこと
がある。

・決勝リーグの際は，各校参加選手より自由に３名を選出できることとする。選手変更
も自由に認める。

・決勝リーグの組み合わせは，個人戦決勝（順位決定競射）の終了後，くじ引きで決定
する。

・決勝リーグは，各校12射の的中数で勝敗を決する。同中の場合は直ちに射詰競射を行
い，勝敗を決する。

・決勝リーグでの勝利数により順位を決定する。
・勝利数が同じ場合は総的中数（36射）で決定する。
・勝利数，総的中数ともに同じ場合は，直接対戦の勝敗で決定する。
・以上により決定しない場合は各自１本ずつの競射で決定する。

（８）競技方法の留意事項
・競技については，（公財）全国高体連弓道専門部競技規則に従うこと。但し，あらか
じめ記したように個人戦兼団体戦予選は射手間隔が狭いため，取り矢は各校の判断に
任せる。

・個人戦兼団体戦予選は射手間隔が狭いので，接触による失の場合は射なおしを認める。
この場合，選手の自己申告または監督・介添えの申告に基づいて射場審判でその可否
を判断する。

・第一控えが射位に進む時点で，第二控えに選手が集合してない場合は，その選手のみ
をその立ちに限り失権とする。団体選手が２名を下回ったときは，団体戦は失格とし，
個人戦のみ有効とする。

（９）表彰
・団体戦は男女各３位まで，個人戦は男女各５位まで表彰する。
・団体戦男女各上位６位までの各学校と個人戦上位男女各８名（但し新人東部地区・西
部地区の各地区男女各１，２位を除く）に中国新人大会（11月18日～20日：広島県広
島市）の出場権を与える。

・団体戦男女各１位校及び個人戦１位・２位の選手には全国高等学校弓道選抜大会（
12月23日～25日：熊本県 市）への出場権を与える。

（10）参加料
・参加選手１人につき500円

（11）宿泊費
・旅館組合 １泊２食 6,600円（税別） 弁当代700円（税込み）
・それ以外は各校で責任を持って申込み，手配をすること（宿泊料金は宿舎によって異
なる）

（12）大会会場での公式練習時間
・大会前日 行わない
・大会当日 朝の練習は行わない

試合終了２０分後から１７：００（時間の都合で実施できない場合あり）
場内係の指示に従い練習を行う。矢取りは選手で行うこと。

（13）申込先 津和野高校 山根幸久 先生 宛
yamane-yukihisa@edu.pref.shimane.jp

締切 １０月２１日（金） １５：００
（14）新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

・各校顧問は，「令和３年度島根県高等学校総合体育大会実施時における新型コロナウ
イルス感染症拡大防止に関するガイドライン」に基づき，各校部員の大会参加の可否
を判断すること。

・参加者（顧問教員・生徒・外部指導者））は，大会２週間前から大会参加終了日まで，
「健康チェックシート（様式１）」を毎日記入し，大会参加期間中は，学校ごとに
「健康チェック提出用シート（様式２）」を毎日提出すること。

・保護者の応援は一切認めない。
・参加校の教職員の観戦および応援も原則としてこれを認めず，参加申込書に記載され
ている教職員のみ参加できるものとする。

・大会出場選手以外の介添えの参加は，各校１名以内とする。外部指導者（地域指導者
・部活動指導員）についても，参加校の教職員と同様とする。

・選手控え室・トイレ等のドアノブなどは，主催者及び大会参加者で消毒する。
・可能な限り，利用してきたバスを選手控えとして活用すること。
・矢取は，選手が交代で行う。その際，使い捨ての手袋を使用し，矢を拭いた後に必ず
消毒する。

・これ以外にも，事前または当日に指示する場合がある。


