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今年は例年よりも、梅雨明けが早く、暑い日が
続いております。熱中症には十分注意してくださ
い。特に遠的練習の際には、木陰で休みを取りな
がら水分摂取に心懸けてください。また、日頃の
健康管理も大切です。
学生諸君には、夏休みに全国大会が続きます。
学生時代、炎天のもとで、弓に明け暮れしていた
事が思い出されます。夏の練習が、秋からのシー
ズンに大きく花開きます。健康に注意しながら、
弓に取り組んでください。
奈良県弓道連盟 会長 吉本清信

◆ならスポーツフェスティバル２１
第６２回奈良県県民体育大会
【日時】平成２３年７月３日（日）
【場所】橿原公苑弓道場
【参加者数】
・市郡代表 男子：１０チーム（２７名）
女子： ７チーム（２１名）
・公開競技 男子：１５名、女子：２０名
熟年：１０名
【市郡対抗戦】
☆男子団体
１位：奈良市 ３１中
監督：明瀬 憲正
選手：一瀬 尚樹、中井 達男、矢野 有吾
２位：橿原市 ２７中
監督：山本 元祥
選手：長濱 正伸、綿松 昭寛、前角 博
３位：生駒市 ２５中
監督：鈴木 規央
選手：山口 亮二、久保 晃一、山下 朝慈
☆女子団体
１位：桜井市 ３３中
監督：明崎 静代
選手：仲尾 瞳、吉岡 瑞紀、明崎 静代
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➘
２位：橿原市 ２４中
監督：榎田 容子
選手：小野 温美、東中 千佳、長濱 有美
３位：奈良市 ２４中
監督：明瀬 綾子
選手：西田 ゆり、井上 ゆみ子、平井 摂子
☆男子個人
①山口 亮二（生駒市）②中井 達男（奈良市）
③辻本 元威（香芝市）
☆女子個人
①明崎 静代（桜井市）②西田 ゆり（奈良市）
③長濱 有美（橿原市）
【公開競技】
☆成年男子
①西尾 信行（橿原）②斉藤 顕一（奈良）
③菅沼 利人（橿原）
☆成年女子
①鷲尾 佐和子（弓道教室）②堀内 亜沙子
（郡山）③佐伯 直美 （橿原）
☆熟年
①西川 義春（郡山）②徳田 四郎（奈良）
③嶋岡 広治（奈良）
(競技部 長濱 正伸)

■震災義援金の途中報告
4月号の奈弓連便りにて奈良県連としての震災義援
の対応を報告し、皆様のご協力をお願いしました。
6月末現在の状況を以下の通り報告いたします。
① 日本体育協会・義援募金へ奈良県連の一般会計
から5万円を4月16日に送金しました。
② 全弓連・義援募金へ奈良県連の特別会計から
10万円を5月26日に送金しました。
③ 県連の行事のおける募金箱の設置し、6月末現
在合計で44,234円の募金が集まっています。
被災地では、復旧へ懸命の取り組みがされているも
のの、まだ多くの方々が避難所生活を強いられていま
す。
募金箱の設置は来年3月末まで継続し、全弓連・義援
金に送金します。引き続き、皆様のご協力をお願い致し
ます。
(財務部 眞鍋)
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◆平成２３年度 全国高等学校総合体育大会

■第 2 回伝達講習会
第５６回 全国高等学校弓道大会 県予選会
個人１・２位と団体１位は、８月４～７日に岩
手県盛岡市で行われる全国高校総体に県代表
として出場する。
▽個人１次予選
６月４日（土）橿原公苑弓道場
参加者 女子 246 名 男子 241 名
３人立 各自４射 ３中以上予選通過
予選通過者 男子 44 名 女子 23 名
▽個人戦準決勝・決勝 団体決勝リーグ戦
６月１２日(日)橿原公苑弓道場
参加者 一次予選通過者
❉準決勝 （４射３中以上通過）
女子 23 名中 2 名 男子 44 名中 11 名 通過
❉個人決勝戦 射詰競射
☆ 女子
① 弥富 志笑 (高田商業)
② 森 奈都美 (榛生昇陽)
③ 大島 映里 (橿原)
（3 位は準決勝４射２中から決定）
☆男子
① 横井 稜（平城）
② 森下 弘大 (郡山)
③ 本川 侑樹 (高田商業)
❉団体決勝リーグ戦
☆女子
① 五條高校 ４勝１敗 ６０中
中町・中西・古城・宮尾・西久保・中村
② 郡山高校 ４勝１敗 ４８中
野田・山口・吉岡・合田・山岡・奥野
③ 奈良大附属高校 ３勝２敗 ４５中
上原・丸屋・井上・丸尾・中田・森田
☆男子
① 高田商業高校 ５勝０敗 ８０中
前川・田中・桒村・本川・林田・福岡
② 平城高校 ３勝２敗 ７２中
是枝・向山・扇田・中嶋・横井・福角
③ 橿原高校 ２勝３敗 ６３中
吉村・甲斐・中西・宗岡・山本・吉村
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6 月１２日 奈良市営弓道場で行なわれました。参加
者 30 名、開講式は西中副会長の先導での拝礼で始まり
ました。副会長の挨拶では吉本会長の九段昇格、日弓連
副会長としてのご活躍のお話があり日弓連の顔的存在
になられたことによって今後、奈弓連に対する周りの見
方も変わってくるのではないか、私達の日々の目標が見
えてくるのではないかと話されました。解散後、礼記射
義の唱和、矢渡し、介添えの講評、そして一手行射、西
浦主任講師より基本の確認等の説明がありました。 午
後は基本体、基本動作の研修、失の処理は二人一組で弓
や弦の受渡しを繰り返し練習しました。そして班別射技
研修を行いました。今回の講習会で感じたことは弓道教
室指導者及び４・５段が中心でしたが全員が和服着用で
したし質問も多数ありました。真剣な受講態度が我々に
も伝わってきました。最後に新司副会長には的替え等を
していただいて有難うございました（これは皆に少しで
も多く研修させてやりたいとのお気持ちと思います）感
謝 感謝。
（指導部 森 昌彦）

◆ 平成２３年度

第６２回全日本男子弓道選手権大会
第４４回全日本女子弓道選手権大会
近畿地区代表選手選考会
７月１７日(日)橿原公苑弓道場にて
男女の全日本選手権大会の近畿ブロック予選会が、当
番県である、奈良県橿原公苑弓道場で行われました。
奈良県からは、男子 西中正・藤岡順・吉本清巳、女
子 吉岡三保子・榎田容子・東中千佳の各選手が出場し
ました。
結果は、男子で西中選手が決勝５名の中に選ばれまし
たが、あと一歩というところで、代表選手には選ばれま
せんでした。
来年度からの全弓連事業計画の見直しから、ブロック
選出制度なくなり、各県代表となる予定です。近畿とし
ては、最後の採点制の射会となりました。
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◆第５８回全日本勤労者弓道選手権大会
（ぎふ清流国体弓道競技リハーサル大会）
日時；平成２３年６月３日（金）～５日（日）
場所：岐阜県恵那市まきがね公園体育館特設弓道場
出場チーム
① シャープ弓道部
監督；工藤裕章
大前：藤本 聡郎
中 ：菅沼 利人
落ち：井上 敦央
② 天理よろづ病院
監督：藤西沙智
大前：藤本 伸泰
中 ：大西 加奈
落ち：仲尾 瞳
奈良県代表として、シャープ弓道部・天理よろづ病院の２チ
ームで出場してまいりました。本年は震災の影響で、東北６県
からの出場がなく、７１チームでの開催でした。
その中で、初出場の天理よろづ病院とシャープ弓道部、共
に一次予選は何とか通過することができました（２５チームが通
過）が、翌日に行われました、二次予選では、予選通過ライン
が１２射６中まで下がったにもかかわらず、両チームともに二次
予選敗退の結果となりました。
一次予選
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【第５８回 全日本勤労者弓道選手権大会 詳細結果】
http://kyudo.jp/pdf/zenkoku/2011/0603_58th_kinrou
_r.pdf
【所感】
天理よろづ相談所病院弓道部は昭和 56 年創部以来、天
理支部として活動して来ましたが、平成 22 年度より事業所
登録となりました。
図らずも今回、関西電力チームの代わりに勤労者大会に
出場させていただきましたが、多くの経験をさせて頂きあり
がとうございました。
奈良県の看板を背負うこと、参加されるはずのチームの
代わりに出場させてもらえることの重み、事業所として参加
されている多くの仲間の思い、そして自分がチームの一員
として参加できることの喜び、これまでの活動では体験でき
ない多くのことを感じることができました。奈良県内にも事業
所支部が増えて来ましたので、一緒に切磋琢磨できるよう
なチームに成長できるように努力したいと思います。今後と
もよろしくご指導いただきますようお願いいたします。
（天理よろづ病院 藤本伸泰）
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シャープ弓道部
二次予選では通過ラインが下がるとの予想があったにもか
かわらず、目に見えない的中に対してのプレッシャーに負け
てしまった結果となりました。個々人のレベルとしては、まだま
だ二次予選突破、決勝トーナメント選出のレベルには至ってい
ないものと痛感いたしました。
常勝チームはほとんど固定化されるくらい、チームとしての
練習量、個々人の射技・射術のレベル、会での伸びと詰め合
い等、差を感じざるを得ませんでした。静かな会、澱みの無い
離れを得るよう努力して参りますので、ご指導のほどよろしくお
願いいたします。
（シャープ弓道部 工藤裕章）
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