
2021 年 11 月 18 日 

加盟校・関係各位 

全日本学生弓道連盟 

第 59回伊勢神宮奉納  

第 69回全日本学生弓道王座決定戦 第 67回東西学生弓道選抜対抗試合  

第 45回全日本学生弓道女子王座決定戦 第 45回女子東西学生弓道選抜対抗試合  

ライブ配信のお知らせ 

 

 

11 月 20 日から 11 月 23 日に伊勢神宮弓道場にて開催される第 59 回伊勢神宮奉納  

第 69 回全日本学生弓道王座決定戦、第 67 回東西学生弓道選抜対抗試合  

第 45 回全日本学生弓道女子王座決定戦、第 45 回女子東西学生弓道選抜対抗試合は感染症拡大防止の観

点から、無観客にて開催いたします。 

当日の競技の模様を YouTube Live にてライブ配信を行います。 

学生弓道最高峰の大会をぜひご覧ください。 

 

記 

 

１， ライブ配信のリンクについて 

・11月 20日 （大会１日目 男子王座 1回戦～準決勝まで）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予定時刻  大会進行予定  

8：00  

男子開会式  

矢渡 大会委員長 星崎秀斗（皇學館大学） 

 礼射 伊藤徹先生（教士七段・三重県弓道連盟会長）  

9：00  王座トーナメント１回戦  第１試合  

10：00  第２試合  

11：00  第３試合  

12：00  王座トーナメント２回戦  第１試合  

13：00               第２試合  

14：00               第３試合  

15：00               第４試合  

16：00  王座トーナメント準決勝  第１試合  

17：00               第２試合  

https://youtu.be/DGSD

C9S7sCI 

 

https://youtu.be/DGSDC9S7sCI
https://youtu.be/DGSDC9S7sCI
https://youtu.be/DGSDC9S7sCI
https://youtu.be/DGSDC9S7sCI


https://youtu.be/2nD

DbAqs4G0 

 

https://youtu.be/Tre8

A0cIVhU 

 

https://youtu.be/V88Gs

yS6Mf4

 

 

・11月 21日 （大会 2 日目 男子王座決勝戦、東西対抗試合）   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・11月 22日 （大会 3 日目 女子王座 1回戦～準決勝まで）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・11月 23日 （大会 4 日目 女子王座決勝戦・女子東西対抗戦）   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定時刻  大会進行予定  

9：00  王座トーナメント決勝戦開始  

  決勝戦終了予定 

14：00  男子東西対抗戦開始 

15：50  男子東西対抗戦終了 

16：50  納射  

17：30  男子閉会式  

予定時刻  大会進行予定  

14：30  
女子開会式  

 矢渡 大会委員長 西村季穂（皇學館大学）  

15：20  

女子王座トーナメント１回戦  

第１試合・第２試合・第３試合  

※今年度は 11校出場のため、1回戦を 3試合同時並行で行います  

17：10  女子王座トーナメント２回戦 第１試合・第２試合  

17：55                第３試合・第４試合  

18：40  女子王座トーナメント準決勝 第１試合・第２試合  

19：25  終了予定  

予定時刻  大会進行予定  

8：45  女子王座トーナメント決勝戦開始  

 終了予定 

13：30  女子東西対抗戦開始  

15：40  女子東西対抗戦終了  

16：20  納射  

17：00  女子閉会式  

https://youtu.be/2nDDbAqs4G0
https://youtu.be/2nDDbAqs4G0
https://youtu.be/2nDDbAqs4G0
https://youtu.be/2nDDbAqs4G0
https://youtu.be/Tre8A0cIVhU
https://youtu.be/Tre8A0cIVhU
https://youtu.be/Tre8A0cIVhU
https://youtu.be/Tre8A0cIVhU
https://youtu.be/V88GsyS6Mf4
https://youtu.be/V88GsyS6Mf4
https://youtu.be/V88GsyS6Mf4
https://youtu.be/V88GsyS6Mf4


２， 諸連絡 

ライブ配信のリンクは当日急遽変更となる場合がございます。 

この場合には本連盟の Twitter、ブログにてご連絡致します。 

   全日本学生弓道連盟 Twitter：https://twitter.com/zennichi_gkr 

    全日本学生弓道連盟ブログ：http://blog.livedoor.jp/zennichi_gakuren/ 

・当日の状況により配信の途中、音声や映像が途切れる、映像がかくつく、止まるといった事象が発生す 

場合がございます。また急遽配信を取りやめる可能性がございますので予めご了承ください。 

・ライブ配信は試合当日より公開となります。 

・大会終了後にはアーカイブ動画を公開予定です。 

・今年度より伊勢 DVD の販売は行いません。ライブ配信、アーカイブ動画をご利用ください。 

・その他、本大会に関する詳細は本連盟ホームページをご覧ください。 

    全日本学生弓道連盟ホームページ伊勢大会ページ 

https://www.pac-mice.jp/zennichi/taikai/taikai-A.html 

 

以上 

 

全日本学生弓道連盟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/zennichi_gkr
http://blog.livedoor.jp/zennichi_gakuren/
https://www.pac-mice.jp/zennichi/taikai/taikai-A.html


 

参考①：男子王座決定戦トーナメント表 

 
  



 

参考②：女子王座決定戦トーナメント表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

参考③：男女東西対抗戦 出場者一覧 

  

地区 選手 大学名・学年 参加記録 出場回数 地区 選手 大学名・学年 参加記録 出場回数

北海道 髙原 真士人 札幌学院大学(2) 57/60 初 東海 岡内 佑太 名古屋工業大学(4) 39/40 2

東北 鈴木 龍雅 東北大学(3) 32/36 初 東海 近藤 柊二 名古屋商科大学(3) 35/40 初

東北 徳永 佳斗 東北学院大学(2) 32/36 初 関西 東本 永遠 同志社大学(3) 75/80 初

北信越 三浦 遼太 新潟大学(2) 21/24 初 関西 井上 直也 立命館大学(4) 74/80 初

関東 須之内 太陽 大東文化大学(1) 77/80 初 関西 永田 颯樹 立命館大学(4) 74/80 3

関東 菊地 凜 筑波大学(4) 53/60 2 関西 西田 友樹 龍谷大学(4) 74/80 初

関東 塚田 宰生 城西大学(3) 70/80 初 関西 冨田 涼太 関西大学(4) 73/80 初

東京 熊倉 拓磨 日本大学(3) 79/80 2 中四国 竹平 和生 鳥取大学(2) 73/80 初

東京 佐々木 俊 法政大学(2) 79/80 初 中四国 南 昂聖 岡山商科大学(2) 71/80 初

東京 田沼 翔太 早稲田大学(2) 58/60 初 九州 森本 和樹 鹿児島大学(3) 45/48 2

東京 村山 皓海 日本大学(2) 77/80 初 九州 大森 和樹 西日本工業大学(3) 44/48 初

東京 矢部 海斗 日本大学(4) 76/80 初 九州 伊藤 央祥 鹿児島大学(4) 41/48 初

東京 小口 琉矢 明治大学(4) 76/80 2 九州 山下 晴生 西日本工業大学(1) 41/48 初

地区 選手 大学名・学年 参加記録 出場回数 地区 選手 大学名・学年 参加記録 出場回数

北海道 山内 なつみ 札幌学院大学(2) 54/60 初 東海 松浦 亜侑美 静岡大学(4) 36/40 初

東北 佐々木 ひなた 東北大学(2) 10/12 初 東海 植田 夏菜 名古屋大学(1) 33/40 初

東北 庄子 莉央 東北福祉大学(2) 37/48 初 関西 落合 珠梨 立命館大学(1) 53/60 初

北信越 安東 千尋 信州大学(4) 21/24 初 関西 松井 優香 立命館大学(3) 51/60 初

関東 瀬野 麗奈 筑波大学(4) 54/60 2 関西 有元 望咲 甲南大学(1) 69/80 初

関東 黒澤 万史子 大東文化大学(4) 68/80 初 関西 三屋 莉歌 関西大学(4) 68/80 初

関東 春山 萌 大東文化大学(2) 67/80 初 関西 植木 鈴華 関西大学(2) 71/80 初

東京 細井 唯 桜美林大学(3) 73/80 初 中四国 中山 亜莉沙 四国大学(3) 79/88 初

東京 見米 彩 明治大学(1) 71/80 初 中四国 藤田 香実 岡山理科大学(2) 77/88 初

東京 山﨑 琴葵 早稲田大学(1) 53/60 初 九州 大磯 美咲 鹿児島国際大学(2) 44/48 初

東京 宮本 愛子 法政大学(2) 69/80 初 九州 大倉 依莉 福岡大学(4) 40/48 初

東京 河内 あゆ 日本大学(3) 67/80 2 九州 吉本 七海 佐賀大学(2) 37/48 初

東京 渋谷 有希乃 早稲田大学(4) 49/60 初 九州 上杉 ひびき 福岡大学(1) 36/48 初

【男子東西対抗・東軍】

【女子東西対抗・東軍】 【女子東西対抗・西軍】

【男子東西対抗・西軍】

監督：猪尾　康成（関西大学）

監督：牧野　悦治（京都橘大学）監督：虎谷　誠二（日本大学）

監督：石山　佳彦（桜美林大学）


