
期　日： 令和元年９月１３日（金） 　主　催： 公益財団法人全日本弓道連盟
会　場： 神奈川県立武道館弓道場 　主　管： 神奈川県弓道連盟

　開　　館　８：３０　　控室：柔道場
　受　　付　８：３０～　柔道場　　※受付は開会式前までに本人が行うこと
　開 会 式　９：３０～
　矢　　渡　

種別 射場 受審者数

第１ １４８名

第２ １４７名

受審者数
　６０名
　５５名
　６０名
　６０名
　６０名

（注）１. 第一次審査は「審査における行射の要領（和服着用、５人立の場合）」で行う。
　　　２．第一次審査通過者に対して面接及び第二次審査を行う。
　　　３．学科会場への参考書（弓道教本等）の持込みを禁止する。
　　　４．審査前日、弓道場の開放はない。
　　　５．２日間開催の為、日程通知を後日、各地連に連絡し、本連盟のホームページにも掲載する。

　　６立　１０：１０～１１：１０
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１１：２０～１２：２０
　　　　＜昼食休憩４０分＞
　　６立　１３：００～１４：００
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１４：１０～１５：１０
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１５：２０～１６：２０

【第一次審査通過者発表】

【面接】
　　　　　１７：００～１７：２０

【第二次審査】
　　　　　１７：３０～１８：１０

【合格者発表】
　　　　　１８：３０

５回目　１４：５０～１５：５０ №　６１～№　９０ №２６１～№２９０

【第一次審査】両射場　３０立

４回目　１３：４０～１４：４０ №　３１～№　６０ №２３１～№２６０

学科時間帯 立順 会場
１回目　１０：１０～１１：１０ №　９１～№１２０ №２９１～№３２０

会議室
２回目　１１：２０～１２：２０ №１２１～№１４８ №３２１～№３４７

令和元年度【関東地区】臨時中央審査会・進行表

第一次審査開始予定時間 立順

１０：１０～ 錬士
№　　１～№１４８

№２０１～№３４７

３回目　１２：３０～１３：３０ №　　１～№　３０ №２０１～№２３０



期　日： 令和元年９月１４日（土） 　主　催： 公益財団法人全日本弓道連盟
会　場： 神奈川県立武道館弓道場 　主　管： 神奈川県弓道連盟

　開　　館　８：３０　　控室：剣道場
　受　　付　８：３０～　剣道場　　※受付は開会式前までに本人が行うこと
　開 会 式　９：３０～
　矢　　渡　

種別 射場 受審者数

第１ １８２名

第２ １８１名

受審者数
　６０名
　６３名
　６０名
　６０名
　６０名
　６０名

（注）１. 第一次審査は「審査における行射の要領（和服着用、５人立の場合）」で行う。
　　　２．第一次審査通過者に対して面接及び第二次審査を行う。
　　　３．学科会場への参考書（弓道教本等）の持込みを禁止する。
　　　４．審査前日は、令和元年度【関東地区】臨時中央審査会開催の為、弓道場の開放はない。
　　　５．２日間開催の為、日程通知を後日、各地連に連絡し、本連盟のホームページにも掲載する。

　　６立　１０：１０～１１：１０
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１１：２０～１２：２０
　　　　＜昼食休憩４０分＞
　　６立　１３：００～１４：００
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１４：１０～１５：１０
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１５：２０～１６：２０
　　　　＜小休止１０分＞
　　７立　１６：３０～１７：４０

【第一次審査通過者発表】

【面接】
　　　　　１８：２０～１８：４０

【第二次審査】
　　　　　１８：５０～１９：５０

【合格者発表】
　　　　　２０：１０

６回目　１６：００～１７：００ №４９１～№５２０ №６９１～№７２０

【第一次審査】両射場　３７立

№６０１～№６３０
４回目　１３：４０～１４：４０ №４３１～№４６０ №６３１～№６６０
５回目　１４：５０～１５：５０ №４６１～№４９０ №６６１～№６９０

会場
１回目　１０：１０～１１：１０ №５２１～№５５０ №７２１～№７５０

会議室

２回目　１１：２０～１２：２０ №５５１～№５８２ №７５１～№７８１
３回目　１２：３０～１３：３０ №４０１～№４３０

１０：１０～ 錬士
№４０１～№５８２

№６０１～№７８１

学科時間帯 立順

令和元年度【関東地区】臨時中央審査会・進行表

第一次審査開始予定時間 立順



期　日： 令和元年９月１５日（日） 　主　催： 公益財団法人全日本弓道連盟
会　場： 神奈川県立武道館弓道場 　主　管： 神奈川県弓道連盟

　開　　館　８：３０　　控室：柔道場
　受　　付　８：３０～　柔道場　　※受付は開会式前までに本人が行うこと
　開 会 式　９：３０～
　矢　　渡　

種別 射場 受審者数

第１ １３８名

第２ １３８名

受審者数
　７０名
　６６名
　７０名
　７０名

（注）１. 行射審査は「審査における行射の要領（和服着用、５人立の場合）」で行う。
　　　２．学科会場への参考書（弓道教本等）の持込みを禁止する。
　　　３．審査前日は、令和元年度【関東地区】臨時中央審査会開催の為、弓道場の開放はない。
　　　４．２会場開催の為、会場通知を後日、各地連に連絡し、本連盟のホームページにも掲載する。

　　７立　１０：１０～１１：２０
　　　　＜小休止１０分＞
　　７立　１１：３０～１２：４０
　　　　＜昼食休憩４０分＞
　　７立　１３：２０～１４：３０
　　　　＜小休止１０分＞
　　７立　１４：４０～１５：５０

【合格者発表】
　　　　　１６：１０

№２０１～№２３５
４回目　１４：００～１５：００ №　３６～№　７０ №２３６～№２７０

【行射審査】両射場　２８立

会場
１回目　１０：１０～１１：１０ №　７１～№１０５ №２７１～№３０５

会議室
２回目　１１：２０～１２：２０ №１０６～№１３８ №３０６～№３３８
３回目　１２：５０～１３：５０ №　　１～№　３５

１０：１０～ 六段
№　　１～№１３８

№２０１～№３３８

学科時間帯 立順 立順

令和元年度【関東地区】臨時中央審査会・進行表

第一次審査開始予定時間 立順



期　日： 令和元年９月１４日（土） 　主　催： 公益財団法人全日本弓道連盟
会　場： 鎌倉武道館弓道場 　主　管： 神奈川県弓道連盟

　開　　館　８：３０　　控室：剣道場
　受　　付　８：３０～　剣道場　　※受付は開会式前までに本人が行うこと
　開 会 式　９：３０～
　矢　　渡　

種別 射場 受審者数

七段 第１ 　５４名

（注）１. 第一次審査は「審査における行射の要領（和服着用、５人立の場合）」で行う。
　　　２．第一次審査通過者に対して第二次審査を行う。
　　　３．審査前日、弓道場の開放はない。
　　　４．２日間開催の為、日程通知を後日、各地連に連絡し、本連盟のホームページにも掲載する。

　　５立　１０：１０～１１：００
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１１：１０～１２：１０
　　　　＜昼食休憩４０分＞

【第一次審査通過者発表】

【第二次審査】
　　　　　１２：５０～１３：１０

【候補者発表及び論文課題提示】
　　　　　１３：３０

第一次審査開始予定時間 立順

１０：１０～ №　　１～№　５４

【第一次審査】第１射場　１１立

令和元年度【関東地区】臨時中央審査会・進行表



期　日： 令和元年９月１５日（日） 　主　催： 公益財団法人全日本弓道連盟
会　場： 鎌倉武道館弓道場 　主　管： 神奈川県弓道連盟

　開　　館　８：３０　　控室：柔道場
　受　　付　８：３０～　柔道場　　※受付は開会式前までに本人が行うこと
　開 会 式　９：３０～
　矢　　渡　

種別 射場 受審者数

六段 　９０名

七段 　３１名

受審者数
　４０名
　５０名

（注）１. 六段行射審査は「審査における行射の要領（和服着用、５人立の場合）」で行う。
　　　２. 七段第一次審査は「審査における行射の要領（和服着用、５人立の場合）」で行う。
　　　３．七段第一次審査通過者に対して第二次審査を行う。
　　　４．学科会場への参考書（弓道教本等）の持込みを禁止する。
　　　５．審査前日は、令和元年度【関東地区】臨時中央審査会開催の為、弓道場の開放はない。
　　　６　六段は、２会場開催の為、会場通知を後日、各地連に連絡し、本連盟のホームページにも掲載する。
　　　７．七段は、２日間開催の為、日程通知を後日、各地連に連絡し、本連盟のホームページにも掲載する。

　　６立　１０：１０～１１：１０
　　　　＜小休止１０分＞
　　６立　１１：２０～１２：２０
　　　　＜昼食休憩４０分＞
　　６立　１３：００～１４：００
　　　　＜小休止１０分＞

　　７立　１４：１０～１５：２０

【第一次審査通過者発表】

【第二次審査】
　　　　　１６：００～１６：２０

【合格者発表・候補者発表及び論文課題提示】
　　　　　１６：４０

【六段・行射審査】第１射場　１８立

【七段・第一次審査】第１射場　７立

学科時間帯 立順 会場
１回目　１０：１０～１１：１０ №４５１～№４９０

会議室
２回目　１２：３０～１３：３０ №４０１～№４５０

第一次審査開始予定時間 立順

１０：１０～
第１

№４０１～№４９０

１４：１０～（予定） №１０１～№１３１

令和元年度【関東地区】臨時中央審査会・進行表


