
月 日 県弓連行事 会場 日 支部、高・中体連、大学行事 会場 日 日弓連、中国連合会行事 会場

3
第5回国体選手選考射会
全日本勤労者県予選会

鳥取 16 観桜射会 鳥取 9 第1回連合審査 大田市

9 国体選考会（少年の部） 県武 23～25 第65回中国高校選手権県予選 県武 10 範教錬士研修会・弓道大会 大田市

17
第6回国体選手選考射会
全日本選手権中国予選県予選会

県武 30～5/1  第55回中国学生弓道選手権大会 山口市

30 審査前講習会 鳥取・県武

8 第1回・第2回地方審査 鳥取・県武 7 第30回因伯シルバー大会 米子市 2・3 第73回全日本弓道大会 京都市

21・22
県内ジュニア指導者育成講習会
（宮脇先生・正法地先生）

県武 14 第7回鳥取市長杯（中学・一般） 鳥取 【京都】定期中央審査会

21 第7回鳥取市市長杯（高校） 鳥取 【近畿地区】錬士臨時中央審査会
28～29 第66回西日本学生弓道選手権大会 岡山市 27～29 【東海地区】臨時中央審査会 名古屋市
28～31 第57回鳥取県高校総体 県武

4・5
中国地区指導者育成講習会
（四段～錬六）

県武 2 東部地区中学校総合体育大会 鳥取 4・5
中国地区指導者育成講習会
（四段～錬六）

米子市

19 第22回鳥取県遠的選手権大会兼
第73回全日本遠的選手権県予選 鳥取 2 西部地区中学校総合体育大会 米子 11・12

中国地区指導者講習会
（錬六～教七）

広島市

26 第1回中央伝達講習会 鳥取 24～26 中四国医学生弓道大会 県武 11・12 第69回全日本勤労者弓道選手権大会 中央道場
16～19 中国高等学校弓道選手権大会 米子市
25・26 【中国地区】錬士臨時中央審査会 倉敷市
25・26 全国大学弓道選抜大会 中央道場

24 第63回鳥取県弓道選手権大会 県武 3 第65回鳥取市民体育祭 鳥取 2 第2回連合審査 山口県
24 第1回臨時理事会 県武 23 第47回県中学校総合体育大会 鳥取 3 全日本弓道選手権中国予選会 山口県
30 審査前講習会 鳥取 16～18 第77回国体中国ブロック大会 呉市

31 第3回地方審査 鳥取 16～18 【仙台】定期中央審査会 仙台市

18 全日本少年少女弓道錬成大会 日本武道館

7 第2回中央伝達講習会 県武 6 東部遠的射会 鳥取 6～9 全国高等学校弓道大会 徳島市
14 第2回出身校別対抗戦 鳥取 10～12 第７０回全日本学生弓道選手権大会 日本武道館 11・12 全日本教職員弓道選手権大会 佐賀市
28 第36回国体記念弓道大会 県武 13 第53回全日本学生弓道遠的選手権大会 中央道場 13 【教員】特別臨時中央審査会 佐賀市

13・14 第19回全国中学生弓道大会 名古屋市

27・28 【四国地区】錬士臨時中央審査会 高松市

23 故教士八段齋木幸雄先生追悼射会 県武 10 東部名月射会 鳥取 【福岡】定期中央審査会
25 鳥取島根両県親善射会 松江市 17 鳥取市中学校新人大会 鳥取 【九州地区】錬士臨時中央審査会

29 東部地区中学校秋季大会 鳥取 10～13 第77回国民体育大会弓道競技 宇都宮市

30 西部地区中学校秋季大会 米子 17～19 【関東地区】臨時中央審査会 中央道場

17 第3回連合審査 井原市

18 中国地域弓道選手権大会 井原市

8 スポレク（中学生の部） 鳥取 2 坂田杯 鳥取 1・2 第73回全日本弓道選手権大会 伊勢市
9 スポレク（一般・壮年の部） 鳥取 15 鳥取市秋季弓道大会高校 鳥取 8～10 【北信越地区】臨時中央審査会 射水市

30 審査前講習会 鳥取・県武 22～24
第64回県高校新人戦（兼中国
新人・選抜県予選）

鳥取 15・16 【中国地区】臨時中央審査会 山口市

29・30 第73回全日本弓道遠的選手権大会 中央道場

6 第4回・第5回地方審査 鳥取・県武 3 明治神宮奉納全国弓道大会 中央道場

13 第1回国体選手選考射会 鳥取 4～7 【東京】定期中央審査会 中央道場

19・20 地域社会指導者研修会 県武 12～14 ねんりんピック神奈川2022 秦野市

27 第44回全日弓連会長楯争奪射会 鳥取 18～20 中国高等学校弓道新人大会 広島市

27 第2回臨時理事役員会 鳥取 調整中 【九州地区】臨時中央審査会 福岡市

3～ 毎土曜日　ジュニア育成講習会実施 鳥取 3 東部百射会 鳥取 2～4 【近畿地区】臨時中央審査会 大津市

4 第4回連合審査 県武 31 ゆく射 名和神社 4 第4回連合審査 米子市

11 教錬士会 鳥取 23～25 第41回全国高校弓道選抜大会 熊本市

18 第2回国体選手選考射会 県武 調整中 中国地区会長会議 調整中

25 県弓連納射会 鳥取・県武

8 県弓連初射会 鳥取・県武 1 くる射 名和神社

29 第14回蟹かに大会 県武

11 建国記念弓道大会 県武・鳥取 4 国体強化大会（少年の部） 県武 【名古屋】定期中央審査会
12 県弓連定期理事会 倉吉 【東海地区】錬士臨時中央審査会
19 第3回国体選手選考射会 鳥取 17～19 全国弓道指導者研修会 勝浦市
25 審査前講習会 県武 17～19 中央研修会 中央道場

26 第６回地方審査 県武

5 第4回国体選考射会 県武 19 第37回西部地区高等学校弓道大会
第7回西部地区中学生弓道大会 県武 10～12 【四国地区】臨時中央審査会 徳島市

12 スポーツ表彰・県弓連定期総会 倉吉 錬士号取得特別講習会
教士号取得特別講習会

27 【都城】特別臨時中央審査会 都城市

3～5 名古屋市

16～18 中央道場3
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令和4年度行事計画表（2022.4.2現在）
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