
1. Purpose:

development of Kyudo.

2. Sponsor: All Nippon Kyudo Federation (ANKF)

3. Assistance   (Expected): Meiji-Jingu, Meiji-Jingu Sukeikai

4. Supervision: 2019 Meiji-Jingu Ceremonial National Kyudo Taikai Executive Committee

5. Date: Sunday, 3 November 2019

6. Venue: All Nippon Kyudo Federation Chuo Dojo / Meiji-Jingu Budojo Shiseikan Kyudojo

1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 151-8557, Japan

TEL：+81-3-53-02-58-65

7. Event: Kinteki Kyōgi

8. Type: Individual Kyōgi

9. Categories: Shogosha category and Dan holder category (including Mudan)

10. Scoring: Preliminaries - Tekichū  system (Zasha , 36 cm diameter Kasumi-Mato )

Finals - Tekichū  system (Zasha , 24 cm diameter Hoshi-Mato )

11. Programme: 8:15 Registration of all participants at the Chuo Dojo (until 9:15)

Entry into the Chuo Dojo (of participants who have registered only)

* Accompanying persons will not be able to enter the Chuo Dojo.

9:30 Opening ceremony, Yawatashi

Busha  (ritual shooting) performed by Hanshi

11:00 Busha,  finals

Once Kyōgi  completed: Closing ceremony

12. Kyōgi format:

2) Busha  will be performed with 3-archer groups in 4 Shajō  per Kaijō .

3) Busha  will follow the "Shooting Procedure in Kyōgi (for a Tachi of 3 archers, Hitote , Zasha )".

    Hanshi, however, will perform according to the "Shooting Procedure in Shinsa ".

    to decide first place. Remaining places will be determined by Enkin Kyōsha  among those who missed

    the Mato during Izume Kyōsha .

13. Awards:

3) First place to 5th place will be awarded certificates, and first place to 10th place will be awarded

    souvenirs by the Meiji-Jingu.

14. Elegibility: 1) This Taikai is open to members of Japanese local Kyudo federations.

2) This Taikai is also open to the Taikai  and Kyōgi  Officials.

15. Regulation:

and the guidelines of this Taikai.

16. Application: Process: Participants should print out the application form on the ANKF/IKYF website or fill in the

             application form inserted in the August 2019 issue of the monthly "Kyudo" magazine, and send it

             together with the participation fee to their affiliated Federation.

　　     The affiliated Federation should check the eligibility of the applicants, send the application forms

4) Those who score Kaichū  during Busha  will proceed to Izume Kyōsha  on 24 cm diameter Hoshi-Mato

The rules will follow the “Kyudo Competition Regulations” published by the All Nippon Kyudo Federation

2019 (137th) Meiji-Jingu Ceremonial National Kyudo Taikai Guidelines

The purpose of this Taikai is to improve Kyudo skill, promote mutual friendship and contribute to the

1) Each category will perform Busha  with Hitote .

1) First place to 5th place will be awarded certificates and medals by the ANKF.

2) The winner of the Shogosha category will be awarded a shield (to bring home) by the Meiji-Jingu.



             and transfer the participation fees to the ANKF designated bank account by the deadline.

2) N.B.: Applicants should pay attention to the deadline given by their affiliated Federation.

　　　 Applications sent individually will not be accepted. They should be sent through affiliate Federations.

             Application forms should be filled out with the necessary information written clearly in block letters

             with a black ball-point pen or a black fountain pen. The use of pencil or felt-tip pen is forbidden.

3) Address: Japan Sport Olympic Square, 4-2 Kasumigaoka-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0013, Japan

                   All Nippon Kyudo Federation 

                   Re: Meiji-Jingu Ceremonial National Kyudo Taikai

                   TEL：+81-3-6447-2980

4) Competitors should apply for the category which corresponds to their Shōgō / Dan grade at the time of application.

17.

18. Deadline: Thursday, 3 October 2019.  The deadline will be strictly enforced.

19.

20. Notes: 1) All competitors should register individually. Registration made by a representative will not be accepted.

2) As a general rule, all competitors should attend the opening ceremony.

3) Competitors should wear either Kyūdōgi  or Wafuku, and should wear the number tag given at registration

　in front of their right hip.

4) Competitors who are missing in the 3rd Hikae  will be deemed to have withdrawn.

5) The Kaijō  in which the participants are to perform Busha  or to compete in the finals (either the Chuo Dojo or the

    Shiseikan) will be decided by the sponsor.

6) Car parks inside the Meiji-Jingu Gardens (Meiji-Jingu Kaikan and Meji-Jingu Bunkakan) will not be available

    on the day of the Taikai. Participants are requested to use public transportation to come to the competition hall.

21. Regarding the use of images:

With regard to publishing photographs or videos taken by individuals on the internet, careful consideration should

be given to portrait rights issues and permission sought from the subject(s). If it is likely that, or if there is any doubt

that the rights of the individual may be infringed, filming should be stopped and photographs/videos should not be

 published in respect for individual rights.

22. Other:

    related documents.

5) Participation fee will not be refunded after application has been made.

    website.

as mentioned in 2), an individual may make a special request that such information will not be published.

However, with regards to publishing information in the monthly Kyudo magazine and on the ANKF website

3) The sponsors have nothing to do with photographs taken by news organisations or professional photographers and

    with their publication. Permissions and compliances with related laws are the responsibility of the photographers.

　　　 to the address below before the deadline, email Form 2 : Participants List to taikaikanri@kyudo.jp,

Participation fee: JPY 3,100

Accommodation: Accomodation should be arranged by the participants.

2) The publication of the individual’s name, affiliation, Shōgō, Dan grade, photos and videos in Taikai reports

By submitting the application form, the applicant agrees to the following uses of the information provided.

1) The individual's name, affiliation, Shōgō and Dan grade may be used in the Taikai programme and other

    sent to the president of Local Federations or published in the monthly Kyudo magazine and on the ANKF



１． 目　　的 弓道技能の向上および弓友相互の親睦を図るとともに、弓道の発展に寄与することを目的とする。

２． 主　　催 公益財団法人全日本弓道連盟

３． 後援（申請予定） 明治神宮・一般財団法人明治神宮崇敬会

４． 主　　管 令和元年度明治神宮奉納全国弓道大会実行委員会

５． 期　　日 令和元年１１月３日（日）

６． 会　　場 全日本弓道連盟中央道場／明治神宮武道場至誠館弓道場

〒151－8557　東京都渋谷区代々木神園町１-１

ＴＥＬ：０３－５３０２－５８６５

７． 競技種目 近的競技

８． 競技種類 個人競技

９． 競技種別 称号者の部・有段者の部（段位なしを含）

１０． 競技内容 予選：的中制（坐射・直径３６ｃｍ霞的）・決勝：的中制（坐射・直径２４ｃｍ星的）

１１． 競技日程 受付（全選手中央道場にて行う）※９：１５まで

中央道場入館（受付が終了した選手）※応援者等は入館できない

開会式・矢渡

範士奉射

奉射・決勝

閉会式

１２． 競技方法 （１）各種別とも奉射（一手）を行う。

（２）奉射は、両会場とも３人立４射場で行う。

（３）奉射は、「競技における行射の要領（一手・坐射・３人立の場合）｣により行う。

　　　但し、範士のみ「審査における行射の要領」により行なう。

（４）決勝は、奉射皆中者により射詰競射（直径２４ｃｍ星的）を行い優勝を決める。

　　　的中を逸した場合は、優勝決定以外は遠近競射（直径３６ｃｍ霞的）により順位を決定する。

１３． 表　　彰 （１）優勝～５位に本連盟より賞状及びメダルを授与する。

（２）称号者の部、優勝者に明治神宮より楯（持ち回り）を授与する。

（３）優勝～５位に賞状を、優勝～１０位に記念品を明治神宮より授与する。

１４． 参加資格 （１）各都道府県弓道連盟（地連）に加盟する会員であること。

（２）本大会は、大会役員および競技役員も参加できる。

１５． 適用規則 公益財団法人全日本弓道連盟「弓道競技規則」ならびに本大会要項による。

１６． 参加申込 （１）方　法：本連盟ホームページからプリントアウト、又は月刊『弓道』令和元年８月号に

　　　　　　　折込みの参加申込書に参加料を添え、都道府県弓道連盟へ申請すること。

　　　　　　　都道府県弓道連盟は申請者の資格等確認の上、締切日までに参加申込書を下記宛に

　　　　　　　送付すると共に、様式２【参加者一覧】をメールにて「taikaikanri@kyudo.jp」へ

　　　　　　　送信し、参加料を本連盟の指定口座へ締切日までに振り込むこと。　　　　　

　　　　　　　日本国外の団体所属者は、所属する団体を経由し、本連盟へ申請すること。

（２）注意点：参加者は申込みに際し、所属団体の締切日に十分注意すること。個人会員から

　　　　　　　本連盟に直接申込みをすることはできない。必ず団体が取り纏めて行うこと。

　　　　　　　参加申込書には、必要事項を黒のボールペン又は万年筆で自筆により楷書で判り

　　　　　　　やすく明確に記入すること。鉛筆・サインペン等は使用しないこと。

令和元年度（第１３７回）明治神宮奉納全国弓道大会　実施要項

　８：１５～

　９：３０～

１１：００～

競技終了後



（３）申込先：〒160-0013　東京都新宿区霞ヶ丘町４番２号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

            　　　　　　　公益財団法人全日本弓道連盟　明治神宮奉納全国弓道大会係

　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３－６４４７－２９８０　

（４）大会の参加種別（称号段位）は、参加申込時のものとする。

（５）参加申込後の返金は行わない。

１７． 参 加 料　　１名：３，１００円

１８． 締 切 日 令和元年１０月３日（木）厳守

１９． 宿　　舎 各自手配のこと。

２０． 注意事項 （１）受付は本人が行なうこと。代理受付は認めない。

（２）開会式には原則として全員参加すること。

（３）選手の服装は、弓道衣または和服とし、本連盟の会員章及び受付で配布するゼッケンを

　　　右腰前に付けること。

（４）第３控で不在の場合は、棄権とみなす。

（５）奉射及び、決勝の会場（中央道場・至誠館弓道場のいずれか）は主催者にて決定する。

（６）大会当日は苑内駐車場（明治神宮会館・明治神宮文化館）が利用できない。

　　　参加者は公共の交通機関を利用の上、来場すること。

（７）参加者を対象に主催者で傷害保険に一括加入するが、参加者各位においてもスポーツ安全

　　　保険に加入することが望ましい。

（８）参加者は健康保険証を持参のこと。

２１． 映像の取り扱いについて

２２． そ の 他 申込書の提出により、以後の関係資料について下記取り扱いの旨、承諾を得たものとする。

ただし、下記（２）の月刊『弓道』・ホームページへの掲載に関しては、本人より不同意の申し出が

あった場合は、公開を停止する。

（１）大会プログラムならびに関係書類への記載（氏名、所属地連、称号、段位）

（２）大会結果報告として、地連会長宛文書及び月刊『弓道』・ホームページへの掲載（氏名、所属

　　　地連、称号、段位、写真、動画）

（３）報道機関、写真業者等の写真撮影とその掲載等については、主催者は関知しない。

　　　関係各法例を遵守する義務は、写真撮影者にあることを主張する。

となる方の同意を得るなどして、肖像権侵害等の問題を生じないよう、十分に配慮すること。

権利侵害の可能性や疑問が残る場合には、他者の権利を尊重して、撮影・配信等を中止すること。

個人が撮影した画像・動画などのインターネット配信等については、撮影者において、被写体


