
秋期行事概要 
（関西版） 

リーグ戦～伊勢大会までの詳しい手続き 

伊勢大会の内容紹介 
 



関西行事 

   秋季リーグ戦、伊勢壮行試合 

伊勢大会とは 

   どんな大会？いつやる？どこでやる？ 

東西選手の決定 

   どうやって決まっている？問題点？ 

改善策 

   早期化以外の道？早期化に至った道のり？ 
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関西行事 
秋季リーグ戦、伊勢壮行試合 



開催期日 

  関西学生弓道連盟規約 第77条、第89条 

   「リーグ戦は年1回秋に開催する。」 

  毎年9月第3週の日曜日に第1戦を行っているが、 

  明確な規定はない 

伊勢大会出場資格 

  ・男女リーグ戦1部校優勝校⇒王座出場 

  ・男女リーグ戦的中優秀者上位5名⇒東西出場 

   ※全リーグ、全ブロック対象 

 

リーグ戦 



6月     リーグ戦アンケート配布 

7月初旬  アンケート集計 

7月～８月中旬 対戦表作成 

           道場が足りなければ、お願いすることも 

8月下旬  第一回主将会議にて対戦表配布 

        変更、改訂作業 

9月上旬  第一回学連会議にて対戦表＜改訂版＞配布 

9月中旬  リーグ戦開始 

11月上旬  入替戦 、 伊勢壮行試合 

        リーグ戦終了、研修会の準備へ 

 

リーグ戦運営の流れ 



 もとは東西練習会 
 関学大の提案により、本年度から実現 

内容 
 女子 

  王座出場校、十傑A・Bチームによる総当たり戦 

  （1人8射、計24射勝負） 

  勝率上位2チーム、下位2チーム同士で36射勝負 

  ⇒本年度は、午前の部として東西選手決定競射を行った 

    ため、総当たり戦のみ 

 男子 

  十傑 ｖｓ 王座出場校 （8人立 160射） 

  前射場、後ろ射場に分ける王座形式 

 

 
 

伊勢大会壮行試合 



伊勢大会とは 
？どんな大会？ 

？いつやる？ 

？どこでやる？ 



 主催：全日本学生弓道連盟 

 HP http://www.pac.ne.jp/zennichi/ 

 他の主催行事・・・インカレなど 

 

  

 

主催 

http://www.pac.ne.jp/zennichi/
http://www.pac.ne.jp/zennichi/


王座、女子王座決定戦 
 原則として各地区学連秋期リーグ戦の優勝校＋ 
 インカレ優勝校の計10校 

 関西では1部リーグ優勝校とインカレ優勝校 

 

東西学生弓道選抜対抗試合、女子東西学生
弓道選抜対抗試合 
 原則として各地区学連秋期リーグ戦における 
 的中率上位者各軍10名 

   関西では全リーグ、ブロックを対象とした、上位5名 

参加校 



 18日 （試合前日） 
 男子選手入り、付け矢（各校時間シフト制） 

 男子選手神宮参拝 

 

開催日（平成23年） 

男子選手参
拝の様子 

 



 19日（伊勢大会１日目） 
 王座決定戦（男子） 

 トーナメント1回戦、2回戦、準決勝 

 各校8名（他補欠4名まで） 4人立2立  順立 

 

 

 
 

前後に射場を分けて試合
をします。 
矢声応援一切禁止の厳粛
な空気！！ 



 20日（伊勢大会２日目） 
 王座決定戦決勝戦 

  リーグ戦形式、160射勝負 

 

 

 
 

優勝校の明治大 
142中 

準優勝の法政大 
141中 

決勝戦は超高的中
の争い！！ 

1本も抜けな
い戦い・・・ 



東西学生弓道選抜対抗試合 
 東軍  北海道・東北・北信越・関東・東京都の各学連の代表チーム 
西軍  東海・関西・中四国・九州の各学連の代表チーム 
     両軍各10名（他補欠3名） 5人立2立  順立 
     各自20射 計200射 
 

 
 

本年度の西軍一同です 
関西代表は5名です。 



 21日（伊勢大会３日目） 
 女子王座決定戦 

 各校3名（他補欠2名まで） 3人立1立  順立 

 

 

 

 本年度優勝チーム 
女子関西代表 
近畿大学 

全日学連推薦枠 
立命館大学 

決勝戦では近畿大学
が36射34中!!! 



女子東西学生弓道選抜対抗試合 

 

 
 

女子東西関西代表立！ 

女子東西も、試合方法は男子同様 



東西選手の決定 
 

？どうやって決まっている？ 
？問題点？ 

 



①全リーグ、全ブロックの選手対象に、リーグ戦総射数の
6割以上を引いた者の中で的中率上位10名を十傑とする 

 80射中48本以上引いた者 

②十傑の上位五名を東西選手とする 

 →ここで、5位が2名以上いたら・・・ 

決定基準 

競射発生！！！ 



リーグ戦第5戦～予備日 
   平成23年度なら、10月16日～23日 

 

 ちなみに・・・ 

 伊勢大会総合選手登録締切は、10月31日 

 東西選手のみ、変更を11月3日まで認める 

 ⇒都学の選手決定日に合わせてある 

決定期日①～競射がない場合～ 



入替戦の次の日曜日 
  

  平成23年度の場合、11月13日!!! 

  ⇒選手登録期日を過ぎている！！！ 

本来選手登録の期日が過ぎれば、選手登録は不可能 

 

決定期日②～競射がある場合～ 



なぜ11月13日では間に合わないのか・・・ 

 ⇒伊勢神宮、神宮会館（宿の確保）、報道機関、先生方への連絡 

 ⇒印刷会社との手続き 

なぜ11月13日でないと競射ができなかったのか 

 ⇒入替戦該当校と競射該当選手の一致 

 ⇒順位決定日の練習試合 

 ⇒伊勢大会壮行試合 

 

 

 

決定期日③ 



日程まとめ 
関西リーグ戦日程 全日関連期日 

10月10日 初入校 

10月16日 リーグ戦第5戦 

  10月18日 初校出し 

10月23日 リーグ戦予備日 

  10月24日 初校戻し 

10月30日 順位決定戦 

10月31日 伊勢総合締切   10月31日 伊勢関連締切 

11月6日 入れ替え戦   11月6日  パンフ最終チェック 

  11月8日  印刷開始 

11月12日 学連会議 

11月13日 競射＆伊勢壮行試合   11月13日  パンフ刷り上がり  

  11月16日  納品、役員伊勢入り 

⇒日程まとめリンク 
現状では、まったく間に合っていないので、関西のみ特例として選手登録している 
 

伊勢パンフ関連資料関西ver.xlsx


改善策 
？早期化以外の道？ 

？早期化に至った道のり？ 



予備日撤廃案 

一部校のみ早期化案 

順決、入れ替え戦日に東西競射案 

伊勢の日程を見越してリーグ戦の開始日をずらす案 

現行案 

早期化案 

 

 

 

早期化に至った過程 



 リーグ戦の予備日を撤廃する 
（現行） 

  リーグ戦本戦 5週 ＋ 予備日1日 ＋ 順位決定戦 

  ＋ 入替戦  

⇒ 予備日を無くすことによって、リーグ戦の始まりはそのま  
ま、終了予定日を1週早くする 

 

予備日撤廃案 

問題点 
予備日を使用できない 

 ⇒自然災害、前日、当日のトラブルによる道場禁止などが
起きた場合、試合が行えず、結果リーグ戦に支障をきたす 

 

 

 

 

 



立命館大学からの案 
  （伊勢大会出場校提出についての代替案） 

『リーグ戦開催日程は従来どおりに9月第3週からとして各加盟
大学のリーグ戦準備期間を確保し、各加盟大学および関西
リーグの充実を担保する。その上で、1部リーグについては予備
日を設けずにリーグ戦最終戦の翌日曜日（現行の予備日に相
当）に順位決定戦を実施する。試合延期等が発生した場合は、
特別の事情として1部リーグ内の大学で協議して代替の試合日
程を設定する。』 

   

一部校のみ予備日無し案 



問題点 
 試合延期が「特別の事情」とは言い難い現状 

 将来的に可能であると言い切れない 

 該当校のみで協議することにより、関西学連が正しく情報
を得られない場合が想定され、運営に支障をきたす可能
性が高い 

 1部リーグのみ、試合条件が変わるため、他リーグと不平等
が生じる 

一部校のみ予備日無し案 



順決、入れ替え戦の日と並行して行う 

 

問題点 
 どちらにしても、競射と試合が重なる場合が想定される 

 順決がなかったとしても、入れ替え戦に向けて試合を設
定する大学もある 

 

 

東西競射の日程変更案 



伊勢の日程を見越して毎年リーグ戦の開始の週をずらす 

 

問題点 
 伊勢の日程は決定事項ではない 

 6月にはリーグ戦日程を確定しなければならない 

 伊勢関連の引継ぎがされるのが9月なので、伊勢大会を基準に 

  日程の決定をすることは難しい 

伊勢の日程による調整案 



現状と同じ 

 

問題点 
 東西選手の決定が間に合わず、無理やり選手登録をして
試合に出場する点 

 宿の手配、参拝の手配など、関係各位に対する情報の遅
れ、トラブルの発生 

⇒まったく間に合っていない！！！ 

現行案 



 リーグ戦を9月の第2週から開始する 

 

問題点 
 練習量が減少する 

 合宿の宿の確保がしにくくなる 
 

☆関西学連からの提案は、この案を実行しないか？ということ 

 

早期化案 



☆新案の検討 
 学連の提案はあくまで早期化 

 

⇒研修会でも反対、ネガティブな意見が多かったので、問題解決の
ために新案を募集 

 

 

 

皆様への提案 


