
令和 4 年 8 月 1 日 

 

第 19 回全国中学生弓道大会 

参加チーム・選手 各位 

 

第 19 回全国中学生弓道大会実行委員会 

 

 

第 19 回全国中学生弓道大会 JOC ジュニアオリンピックカップ大会 

立順一覧ほか大会に関するご連絡について 

 

 

 この度は標記全国大会へのご出場おめでとうございます。 

 参加チームならびに選手の皆さまへ、下記ご連絡いたしますので、ご確認の程よろしく 

お願いいたします。 

  

記 

 

 ・大会参加一覧（都道府県順・立順） 

 ・競技に関する補足説明 

 ・緊急時の連絡について 

以上 

 

 



立順 団体名 立順 団体名

3 大空町立東藻琴中学校 39 大空町立東藻琴中学校

5 苫小牧中学校選抜 31 苫小牧中学校選抜

青　森 - -

岩　手 - 4 いわて弓道ジュニア

宮　城 41 東北学院中学校 15 多賀城市立高崎中学校

秋　田 27 仙北市立角館中学校 -

山　形 16 山形県立東桜学館中学校 7 山形県立東桜学館中学校

福　島 20 福島県立会津学鳳中学校 38 福島県立会津学鳳中学校

茨　城 12 東海村立東海南中学校 27 東海村立東海中学校

栃　木 13 宇都宮市立陽西中学校 11 鹿沼市立北犬飼中学校

群　馬 11 群馬少年弓道クラブ 18 群馬少年弓道クラブ

埼　玉 26 秩父市立秩父第一中学校 23 秩父市立秩父第一中学校

千　葉 37 松戸市立栗ケ沢中学校 35 松戸市立栗ケ沢中学校

東　京 33 海城中学校 25 東京都立桜修館中等教育学校

神奈川 10 慶應義塾湘南藤沢中等部 2 慶應義塾湘南藤沢中等部

山　梨 28 南アルプス市立櫛形中学校 20 笛吹市立石和中学校

新　潟 38 三条弓道会 -

長　野 6 長野日本大学中学校 21 長野日本大学中学校

富　山 1 高岡市立伏木中学校 29 高岡市立伏木中学校

石　川 18 石川県立金沢錦丘中学校 26 中能登町立中能登中学校

福　井 35 福井県立高志中学校 1 福井県立高志中学校

静　岡 2 島田市立金谷中学校 16 沼津市立沼津高等学校中等部

42 (愛知県男子団体①) 5 (愛知県女子団体①)

15 (愛知県男子団体②) 34 (愛知県女子団体②)

岐　阜 19 岐阜県選抜 32 岐阜県選抜

三　重 - -

滋　賀 30 滋賀県弓道連盟 24 滋賀県弓道連盟

京　都 9 ヴィアトール学園洛星中学校 13 京都府立洛北高等学校附属中学校

大　阪 29 浪速中学校 17 上宮学園中学校

兵　庫 40 報徳学園中学校 8 甲南女子中学校

奈　良 34 橿原市立白橿中学校 41 香芝市立香芝中学校

和歌山 - -

鳥　取 31 鳥取市立中ノ郷中学校 10 鳥取市立南中学校

島　根 17 大田市立第一中学校 9 開星中学校

岡　山 4 岡山県浅口郡里庄町立里庄中学校 19 清心中学校

広　島 21 広島県立広島中学校 37 広島県立広島中学校

山　口 23 山陽小野田市立厚狭中学校 22 山口県立下関中等教育学校

香　川 - -

徳　島 8 三好市立池田中学校 12 徳島県立城ノ内中等教育学校

高　知 22 土佐塾中学校 6 土佐女子中学校

愛　媛 7 新田青雲中等教育学校 40 愛光中学校

福　岡 24 久留米市立三潴中学校 36 久留米市立三潴中学校

佐　賀 14 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 30 佐賀県立武雄青陵中学校

長　崎 39 海星中学校 3 長与町立長与中学校

熊　本 32 九州学院中学校 28 山鹿市立山鹿中学校

大　分 - -

宮　崎 36 宮崎市立宮崎西中学校 14 都城市立西中学校

鹿児島 25 姶良市立加治木中学校 33 姶良市立帖佐中学校

沖　縄 - -

愛　知

第１９回全国中学生弓道大会／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会
団体競技・参加一覧

都道府県
男子の部 女子の部

北海道



立順 選手名 団体名 立順 選手名 団体名

6 中田　翔梧 美幌町立美幌中学校 19 川上　杏華 美幌町立美幌中学校

21 菅原　向陽 苫小牧中学校選抜 39 松田　菓鈴 苫小牧中学校選抜

青　森 - - - -

岩　手 26 藤宮　悠雅 いわて弓道ジュニア 27 小澤　仁奈 いわて弓道ジュニア

宮　城 7 武山　幹大 仙台市立錦ケ丘中学校 17 菅原　茉子 宮城県古川黎明中学校

秋　田 20 三浦　史人 西目弓道愛好会 - -

山　形 4 横山　晴人 新庄市立明倫学園 8 三原　桜桃香 山形県立東桜学館中学校

福　島 40 ファン　アングェン 福島県立会津学鳳中学校 38 武藤　雫 福島県立会津学鳳中学校

茨　城 32 龍野　至穏 東海村立東海南中学校 5 髙野　悠 清真学園中学校

栃　木 5 川上　聖斗 宇都宮市立清原中学校 28 山中　小優希 宇都宮市立陽西中学校

群　馬 2 髙木　悠斗 群馬少年弓道クラブ 7 若林　胡来 群馬少年弓道クラブ

埼　玉 9 石野　高雅 秩父市立秩父第一中学校 41 井上　亜優 秩父市立秩父第一中学校

千　葉 23 野村　一樹 松戸市立栗ケ沢中学校 15 齋藤　孜穏 松戸市立栗ケ沢中学校

東　京 13 井上　優翔 海城中学校 34 笹島　想乃 東京都立桜修館中等教育学校

神奈川 10 中山　寛飛 慶應義塾湘南藤沢中等部 11 淡口　友 慶應義塾湘南藤沢中等部

山　梨 36 河西　駿輔 南アルプス市立櫛形中学校 24 西巻　知香 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校

新　潟 17 小柳　雅宗 三条弓道会 35 木村　こまち 三条弓道会

長　野 19 宮澤　蒼太 長野日本大学中学校 22 北條　花音 長野日本大学中学校

富　山 1 乘安　章陽 学校法人片山学園 片山学園中学校 29 大門　優奈 高岡市立伏木中学校

石　川 37 加賀　心和 中能登町立中能登中学校 1 袋井　南那 中能登町立中能登中学校

福　井 22 寺田　琥太郎 福井県立高志中学校 42 吉村　和香奈 北陸中学校

静　岡 3 丹羽　友和 吉田町立吉田中学校 14 栗田　彩生 沼津市立沼津高等学校中等部

12 (愛知県男子個人①) 6 (愛知県女子個人①)

15 (愛知県男子個人②) 21 (愛知県女子個人②)

岐　阜 24 田島　陽 中津川市立第一中学校 43 松野　七々 垂井町立不破中学校

三　重 - - 25 都築　悠音 四日市メリノール学院中学校

滋　賀 38 吹田　真勇斗 滋賀県弓道連盟 3 花岡　安珠 滋賀県弓道連盟

京　都 31 水口　陽人 ヴィアトール学園洛星中学校 44 川﨑　智恵 廿五会

大　阪 29 平原　慶大 浪速中学校 9 星本　璃音愛 浪速中学校

兵　庫 34 谷口　征寛 三田学園中学校 23 篠原　さつき 三田学園中学校

奈　良 43 豊内　陸 橿原市立白橿中学校 36 村井　唯夏 香芝市立香芝中学校

和歌山 - - - -

鳥　取 44 山崎　佑介 鳥取市立中ノ郷中学校 30 田淵　ことみ 鳥取市立南中学校

島　根 28 稲田　祥吾 大田市立第一中学校 18 川谷　埜乃香 開星中学校

岡　山 18 佐藤　漣　 船穂弓道会 4 前川　史織 清心中学校

広　島 35 吉田　伊吹 尾道中学校 2 木曽　穂乃香 広島県立広島中学校

山　口 25 伊藤　優太 山陽小野田市立厚狭中学校 37 礒部　真悠子 宇部フロンティア大学付属中学校

香　川 - - - -

徳　島 16 岸本　陽尊 徳島市城西中学校 13 住友　千渚 徳島市城東中学校

高　知 41 澤田　佳吾 土佐塾中学校 40 松下　舞美 土佐塾中学校

愛　媛 30 坂本　蒼空 愛光中学校 16 新谷　瑞穂 愛光中学校

福　岡 14 杉原　璃勇 久留米市立三潴中学校 10 竹内　心来 筑前町立三輪中学校

佐　賀 27 岩原　圭汰 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 26 力武　咲樹 佐賀県立武雄青陵中学校

長　崎 39 山﨑　杏雅 海星中学校 20 若杉　葵 長与町立長与中学校

熊　本 11 塚本　笙志 宇城市立不知火中学校 12 久保田　梨生 熊本白藤会

大　分 33 高野　崇仁 佐伯弓友会 33 佐川　愛 佐伯弓友会

宮　崎 42 板越　瑛祐 都城市立西中学校 31 吹上　七楓 都城市立西中学校

鹿児島 8 稲本　先李 姶良市立加治木中学校 32 緒方　モナ 鹿児島市立西紫原中学校

沖　縄 - - - -

愛　知

第１９回全国中学生弓道大会／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会
個人競技・参加一覧

都道府県
男子の部 女子の部

北海道



都道府県 立順 団体名 都道府県 立順 団体名

富　山 1 高岡市立伏木中学校 福　井 1 福井県立高志中学校

静　岡 2 島田市立金谷中学校 神奈川 2 慶應義塾湘南藤沢中等部

北海道 3 大空町立東藻琴中学校 長　崎 3 長与町立長与中学校

岡　山 4 岡山県浅口郡里庄町立里庄中学校 岩　手 4 いわて弓道ジュニア

北海道 5 苫小牧中学校選抜 愛　知 5 (愛知県女子団体①)

長　野 6 長野日本大学中学校 高　知 6 土佐女子中学校

愛　媛 7 新田青雲中等教育学校 山　形 7 山形県立東桜学館中学校

徳　島 8 三好市立池田中学校 兵　庫 8 甲南女子中学校

京　都 9 ヴィアトール学園洛星中学校 島　根 9 開星中学校

神奈川 10 慶應義塾湘南藤沢中等部 鳥　取 10 鳥取市立南中学校

群　馬 11 群馬少年弓道クラブ 栃　木 11 鹿沼市立北犬飼中学校

茨　城 12 東海村立東海南中学校 徳　島 12 徳島県立城ノ内中等教育学校

栃　木 13 宇都宮市立陽西中学校 京　都 13 京都府立洛北高等学校附属中学校

佐　賀 14 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 宮　崎 14 都城市立西中学校

愛知県 15 (愛知県男子団体②) 宮　城 15 多賀城市立高崎中学校

山　形 16 山形県立東桜学館中学校 静　岡 16 沼津市立沼津高等学校中等部

島　根 17 大田市立第一中学校 大　阪 17 上宮学園中学校

石　川 18 石川県立金沢錦丘中学校 群　馬 18 群馬少年弓道クラブ

岐　阜 19 岐阜県選抜 岡　山 19 清心中学校

福　島 20 福島県立会津学鳳中学校 山　梨 20 笛吹市立石和中学校

広　島 21 広島県立広島中学校 長　野 21 長野日本大学中学校

高　知 22 土佐塾中学校 山　口 22 山口県立下関中等教育学校

山　口 23 山陽小野田市立厚狭中学校 埼　玉 23 秩父市立秩父第一中学校

福　岡 24 久留米市立三潴中学校 滋　賀 24 滋賀県弓道連盟

鹿児島 25 姶良市立加治木中学校 東　京 25 東京都立桜修館中等教育学校

埼　玉 26 秩父市立秩父第一中学校 石　川 26 中能登町立中能登中学校

秋　田 27 仙北市立角館中学校 茨　城 27 東海村立東海中学校

山　梨 28 南アルプス市立櫛形中学校 熊　本 28 山鹿市立山鹿中学校

大　阪 29 浪速中学校 富　山 29 高岡市立伏木中学校

滋　賀 30 滋賀県弓道連盟 佐　賀 30 佐賀県立武雄青陵中学校

鳥　取 31 鳥取市立中ノ郷中学校 北海道 31 苫小牧中学校選抜

熊　本 32 九州学院中学校 岐　阜 32 岐阜県選抜

東　京 33 海城中学校 鹿児島 33 姶良市立帖佐中学校

奈　良 34 橿原市立白橿中学校 愛　知 34 (愛知県女子団体②)

福　井 35 福井県立高志中学校 千　葉 35 松戸市立栗ケ沢中学校

宮　崎 36 宮崎市立宮崎西中学校 福　岡 36 久留米市立三潴中学校

千　葉 37 松戸市立栗ケ沢中学校 広　島 37 広島県立広島中学校

新　潟 38 三条弓道会 福　島 38 福島県立会津学鳳中学校

長　崎 39 海星中学校 北海道 39 大空町立東藻琴中学校

兵　庫 40 報徳学園中学校 愛　媛 40 愛光中学校

宮　城 41 東北学院中学校 奈　良 41 香芝市立香芝中学校

愛　知 42 (愛知県男子団体①)

男子の部 女子の部

団体競技・予選立順一覧

第１９回全国中学生弓道大会／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会



都道府県 立順 選手名 団体名 都道府県 立順 選手名 団体名

富　山 1 乘安　章陽 学校法人片山学園片山学園中学校 石　川 1 袋井　南那 中能登町立中能登中学校

群　馬 2 髙木　悠斗 群馬少年弓道クラブ 広　島 2 木曽　穂乃香 広島県立広島中学校

静　岡 3 丹羽　友和 吉田町立吉田中学校 滋　賀 3 花岡　安珠 滋賀県弓道連盟

山　形 4 横山　晴人 新庄市立明倫学園 岡　山 4 前川　史織 清心中学校

栃　木 5 川上　聖斗 宇都宮市立清原中学校 茨　城 5 髙野　悠 清真学園中学校

北海道 6 中田　翔梧 美幌町立美幌中学校 愛　知 6 (愛知県女子個人①)

宮　城 7 武山　幹大 仙台市立錦ケ丘中学校 群　馬 7 若林　胡来 群馬少年弓道クラブ

鹿児島 8 稲本　先李 姶良市立加治木中学校 山　形 8 三原　桜桃香 山形県立東桜学館中学校

埼　玉 9 石野　高雅 秩父市立秩父第一中学校 大　阪 9 星本　璃音愛 浪速中学校

神奈川 10 中山　寛飛 神奈川県男子個人学校 福　岡 10 竹内　心来 筑前町立三輪中学校

熊　本 11 塚本　笙志 宇城市立不知火中学校 神奈川 11 淡口　友 慶應義塾湘南藤沢中等部

愛　知 12 (愛知県男子個人①) 熊　本 12 久保田　梨生 熊本白藤会

東　京 13 井上　優翔 海城中学校 徳　島 13 住友　千渚 徳島市城東中学校

福　岡 14 杉原　璃勇 久留米市立三潴中学校 静　岡 14 栗田　彩生 沼津市立沼津高等学校中等部

愛　知 15 (愛知県男子個人②) 千　葉 15 齋藤　孜穏 松戸市立栗ケ沢中学校

徳　島 16 岸本　陽尊 徳島市城西中学校 愛　媛 16 新谷　瑞穂 愛光中学校

新　潟 17 小柳　雅宗 三条弓道会 宮　城 17 菅原　茉子 宮城県古川黎明中学校

岡　山 18 佐藤　漣　 船穂弓道会 島　根 18 川谷　埜乃香 開星中学校

長　野 19 宮澤　蒼太 長野日本大学中学校 北海道 19 川上　杏華 美幌町立美幌中学校

秋　田 20 三浦　史人 西目弓道愛好会 長　崎 20 若杉　葵 長与町立長与中学校

北海道 21 菅原　向陽 苫小牧中学校選抜 愛　知 21 (愛知県女子個人②)

福　井 22 寺田　琥太郎 福井県立高志中学校 長　野 22 北條　花音 長野日本大学中学校

千　葉 23 野村　一樹 松戸市立栗ケ沢中学校 兵　庫 23 篠原　さつき 三田学園中学校

岐　阜 24 田島　陽 中津川市立第一中学校 山　梨 24 西巻　知香 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校

山　口 25 伊藤　優太 山陽小野田市立厚狭中学校 三　重 25 都築　悠音 四日市メリノール学院中学校

岩　手 26 藤宮　悠雅 いわて弓道ジュニア 佐　賀 26 力武　咲樹 佐賀県立武雄青陵中学校

佐　賀 27 岩原　圭汰 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 岩　手 27 小澤　仁奈 いわて弓道ジュニア

島　根 28 稲田　祥吾 大田市立第一中学校 栃　木 28 山中　小優希 宇都宮市立陽西中学校

大　阪 29 平原　慶大 浪速中学校 富　山 29 大門　優奈 高岡市立伏木中学校

愛　媛 30 坂本　蒼空 愛光中学校 鳥　取 30 田淵　ことみ 鳥取市立南中学校

京　都 31 水口　陽人 ヴィアトール学園洛星中学校 宮　崎 31 吹上　七楓 都城市立西中学校

茨　城 32 龍野　至穏 東海村立東海南中学校 鹿児島 32 緒方　モナ 鹿児島市立西紫原中学校

大　分 33 高野　崇仁 佐伯弓友会 大　分 33 佐川　愛 佐伯弓友会

兵　庫 34 谷口　征寛 三田学園中学校 東　京 34 笹島　想乃 東京都立桜修館中等教育学校

広　島 35 吉田　伊吹 尾道中学校 新　潟 35 木村　こまち 三条弓道会

山　梨 36 河西　駿輔 南アルプス市立櫛形中学校 奈　良 36 村井　唯夏 香芝市立香芝中学校

石　川 37 加賀　心和 中能登町立中能登中学校 山　口 37 礒部　真悠子 宇部フロンティア大学付属中学校

滋　賀 38 吹田　真勇斗 滋賀県弓道連盟 福　島 38 武藤　雫 福島県立会津学鳳中学校

長　崎 39 山﨑　杏雅 海星中学校 北海道 39 松田　菓鈴 苫小牧中学校選抜

福　島 40 ファン　アングェン 福島県立会津学鳳中学校 高　知 40 松下　舞美 土佐塾中学校

高　知 41 澤田　佳吾 土佐塾中学校 埼　玉 41 井上　亜優 秩父市立秩父第一中学校

宮　崎 42 板越　瑛祐 都城市立西中学校 福　井 42 吉村　和香奈 北陸中学校

奈　良 43 豊内　陸 橿原市立白橿中学校 岐　阜 43 松野　七々 垂井町立不破中学校

鳥　取 44 山崎　佑介 鳥取市立中ノ郷中学校 京　都 44 川﨑　智恵 廿五会

女子の部

個人競技・予選立順一覧

第１９回全国中学生弓道大会／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会

男子の部



競技に関する補足説明 

 

＜個人競技＞ 

① 射詰競射について 

男子第 1 会場、女子第 2 会場で同時進行していくものとする。 

ともに対象者が 6 名になるまでは、一射終了後、退場して次に備える。 

6 名以内になった場合、本座に予備矢を置き行射終了後は本座の椅子に戻る。

その後は、射場進行の指示に従って実施していくものとする。 

② 優勝決定について 

該当者（複数名）が同時に的中を逸した場合、下記内容で実施することとする。 

① ３６ｃｍ的（8 本目まで）の場合、該当者が連続 2 本的中を逸した場合 

② ２４ｃｍ的（9 本目以降）の場合、該当者が連続 3 本的中を逸した場合 

いずれも遠近競射にて優勝者を決定することとする 

 

 

  



【緊急時の連絡について】 

 

 大会当日、また直前における大会実行委員会からの緊急の連絡（荒天時における中止等の連絡）

方法として「LINE オープンチャット」を利用します。参加校の連絡担当者（可能であれば 2 名以

上の参加が望ましい）は、大会前日までに「LINE オープンチャット」に参加して下さい。 

※参加する際の名前（ニックネーム）は、「都道府県名＋（名前）」で参加して下さい。《例：愛知県

（鈴木）》 

 

※下記の QR コードを読み込んで参加して下さい。 

 

                

 

 

 

※「LINE オープンチャット」への詳しい参加方法は別紙を参照してください。 

 

※大会実行委員会から緊急連絡があったときは、「○○中学校、連絡受け取りました」とのみ入力

して下さい。都道府県名は送信者のニックネーム（名前）でわかります。大量の通知を避け、連絡

が届いたかの確認を簡潔に行うため、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 「LINE オープンチャット」は、速報性が必要とされる情報の共有に使用します。 

例えば、台風等の影響で荒天のとき、暴風警報が発令されるくらいの強風で大会開催が困難

となったとき等の緊急連絡です。 

 「LINE オープンチャット」では、お持ちの LINE のメインアカウントと切り離して、別

のニックネーム（名前）《今回は都道府県名＋（名前）》で参加できます。個人アカウントを

特定されることはありません。 

 大会連絡用の「LINE オープンチャット」は、本大会終了後、速やかに削除します。 



【LINE オープンチャットへの参加方法】 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

① スマホで「QR コード」を読み込む 

② または「LINE アプリ」の「ホーム画面」上部の「友だち追加」

より「QR コード」を読み込む 

③ 「新しいプロフィールで参加」をタップ 

④ 「利用規約とポリシ

ーに同意」の画面で

「同意」をタップ 

⑤ 「ニックネームを入力」に

「都道府県名（名前）」を入

力。 

例：愛知県（鈴木） 

⑥ 「オープンチャット絶対禁

止事項」の画面で「確認し

ました」をタップ 

⑦ オープンチャット画

面です 


