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◆第３回中堅層特別講習会
◆第11
◆第11回大学連合講習会
11回大学連合講習会
1月12日橿原公苑弓道場にて、26年度最後の中堅層特別 平成27年2月1日、奈良市立弓道場に於いて、大学連合
講習会を開催しました。(参加者:男性12名･女性12名) 講習会を開催いたしました。当日は、時折雪が降るなど、
一手行射の後、西浦主任講師の講評。その後、前回に 寒い中での講習会となりました。1年生2年生を中心とし
引き続いての介添の研修。今回は第２介添を重点的に行 た、比較的段位も若いフレッシュな受講生でした。
いました。第２介添が的前にむかう時の矢道を歩く速さ 最初に、全員で一手、審査の間合いでの5人立ちを行っ
の確認、２人１組になり矢の抜き方、第１と第２の矢の た後、西浦主任講師より、執弓の姿勢、開き足、矢番え
受け渡し、第１が射手に矢を渡す研修を行いました。昼 動作の指導が行われました。その後、入退場の練習を行
食後、阪中特別講師による「連盟会員としてのぞむこと」 いました。無級の受講生や、経験の浅い受講生も多かっ
をテーマに、弓道を始めたきっかけから昆布先生・吉本 たので、基本の姿勢、基本の動作がまだ十分に習得でき
先生に出会って今がある。阿波研造の教え。などのお話 ていない受講生が目立ちましたが、練習するうち習得で
をして頂きました。その後、３班に分かれて射技研修を きていきました。
行い最後に講習会の総仕上げという事で一手行射を行い 午後から、もう一度審査の間合いで行射を行いました
ました。最後に、西浦主任講師より「３回の講習会を通 が、指導を受けて、午前中よりも格段に上手に体配がで
して、各自の課題はあるだろうが全体の流れはよくなっ きるようなっていました。午後の練習の後半は、射技研
た」西中会長より「日々丁寧な練習を積み重ね、習うよ 修を行いましたが、射技の方は、大学生らしい、若々し
りも慣れろ。という気持ちで努力して下さい」と講評を い射がみられました。今回の受講生は、早気の学生が少
頂き１日の日程を終了しました。 （指導部：東中千佳） ない印象でした。普段座射をする機会が少ないせいもあ
■中堅層講習会に参加して
ると思われますが、基本動作の習得がまだ不十分な部分
本年度7月、１１月、１月の三回に渡り開かれた中堅層 がありますので、今回の受講された学生さんは各大学に
戻られて、今回習ったことを伝えるようにしてください。
講習会に参加しました。
（指導部：吉本清巳）
吉本先生、須田先生、阪中先生の講話を始め、体配、 寒い中、お疲れ様でした。
介添、肌脱ぎ・襷掛け、射技、それぞれについて丁寧に
ご指導いただき、非常に内容の厚い講習会でした。
◆寒稽古会
体配、介添の研修では、とかく「こうすれば上手くい 恒例の奈良市総合財団武道グループ主催の寒稽古会
く、綺麗に見える」というような方便に走りがちだが、 が、1月16日（金）、17日（土）、18日（日）午前６時～
本質は「正しいことを常日頃から意識して練習する」こ ７時に奈良市弓道場で開催されました。
とであり、基本を大切にすることの重要性を再認識する この稽古は、柔道、剣道、なぎなた、槍、禅とともに行
良いきっかけになりました。また、介添などでは、詳細 われています。弓道においては、６時までに参加した順
な決まりごとがないことも多く、臨機応変に対応をする 番に、５人立、1手、坐射、競技の間合いで行射し、一段
ためには、基本を知り、そこに「経験すること」、「多 と寒さが増すこの時間帯に、はじかんだ手を弓に集中さ
くのものを見ること」を積み重ねていかなければならな せ、普段とは違う凛とした緊張感のなか、粛々と進めら
いと感じました。講話では、先生方の弓との出会い、そ れます。今年は
して今日に至るまでの弓道人生をなぞられつつ、多くの 中学生や高校生
師、書物との出会いを通して現在の先生方の弓道がある の参加も増え、
ことを教えていただきました。そして、これから弓の道 ５時ごろに道場
を進もうとしている私たちに、弓が人生に、又、社会に にやってきて準
どのように活かしていけるのか、そのためには日々どの 備してくれた者
ような気持ちで臨めばよいのかということをご指導いた もありました。
だき、時代によって時には現在の在り方を一部変えてい 引く数は少ない
かなくてはいけない可能性のお話もあり、非常に考えさ けれど毎年参加
せられる講習会であったと思います。３回の講習会を通 人数は増えてい
して、弓道における、人との出会い、そしてそこから生 ます。今回は、
まれる”和”を大切にしていくことが弓道の根底にある 初日１６名、
ことを改めて感じることとなりました。
二日目２７名、
末筆ではございますが、講習会でお世話になりました講 最終日２６名の
師の先生方、指導部の先生方に感謝申し上げます。
参加がありました。
（奈良支部：新司正人）
有難うございました。
(橿原支部：小野温美)
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◆平成２６
平成２６年度県高等学校新人大会兼学年別弓道大会
日時：２月７日（土）南部、２月８日（日）北部
場所：橿原公苑弓道場
≪結果≫
[南部]
１年男子 団体戦
１位 高田商業Ａ(池田慶希,庄島和希,上田玲央)
２位 畝傍Ａ(吉田雄図,香川晃澄,森本真幸)
３位 五條Ａ(筒井湧大,仁藤響,横田充輝,林谷光輝)
１年男子 個人戦
１位 筒井 湧大（五條）、２位 森本 真幸（畝傍）
３位 兵藤 拓磨（畝傍）
１年女子 団体戦
１位 榛生昇陽Ａ(池内珠有,稲垣桂,堀次七菜)
２位 高田商業Ａ(吉岡優衣,二之宮由麻,片山菜摘)
３位 橿原A(稲田生,大西真央,池尾美涼,塚本茉理愛)
１年女子 個人戦
１位 池尾 美涼 (橿原)、２位 福島 由貴奈 (畝傍)
３位 二之宮 由麻 (高田商)
２年男子 団体戦
１位 橿原Ｄ(吉井凌也,梅咲智裕,北林崇)
２位 畝傍Ａ(山田彗史,吉村知樹,中西幸叶)
３位 王寺工業Ａ(板戸伸矢,鈴木隆仁,高橋尚史)
２年男子 個人戦
１位 北林 崇（橿原）、２位 草田 裕司（橿原）
３位 高橋 尚史（王寺工業）
２年女子 団体戦
１位 高田商業Ａ(弥富舞羽,松本渚,渡邉鞠子)
２位 橿原Ｄ(松田彩花,辨天杏果,吉村彩香)
３位 高田商業Ｂ(村上沙弥,西尾智奈津,吉滿早那)
２年女子 個人戦
１位 吉滿 早那 (高田商)、２位 弥富 舞羽 (高田商)
３位 渡邉 鞠子 (高田商)
３年男子 団体戦
１位 王寺工業Ｂ(森村啓生,岡田祐来,大西秀和)
２位 王寺工業Ａ(青木祐二,生田晃樹,吉村誠矢)
３位 青翔Ａ(堀航太,山口拓也,東司)
３年男子 個人戦
１位 生田 晃樹 (王寺工)、２位 森村 啓生 (王寺工)
３位 岡田 祐来 (王寺工)
３年女子 団体戦
１位 高田商業Ａ(山下 未紗,安楽 仁美)
２位 王寺工業Ａ(粟田 晶捺,葭川 奈実子)
３位 五條Ａ(中山 智香子,竹田 佳那子)
３年女子 個人戦
１位 粟田 晶捺 (王寺工)、２位 安楽 仁美 (高田商)
３位 竹田 佳那子 (五條)
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[北部]
１年男子 団体戦
１位 郡山Ａ(辰巳耀一朗,長谷川誠将,八島幸祐,
小川竜欣)
２位 平城Ａ(中井雄基,和多田尭矩,森脇尚哉)
３位 奈良北B(小田亮太郎,大江翔,本田穣司,中村駿)
１年男子 個人戦
１位 八島 幸祐 (郡山)、 ２位 和多田 尭矩 (平城)
３位 出口 英生 (西和清陵)
１年女子 団体戦
１位 平城Ａ(小川倭伽奈,山科美桜,沖田彩里)
２位 法隆寺国際Ａ(福井友菜,高山みのり,中町有里)
３位 郡山Ａ(川上志月,米田奈都美,小西美穂)
１年女子 個人戦
１位 山科 美桜 (平城)、２位 小川 倭伽奈 (平城)
３位 福井 友菜 (法隆寺国際)
２年男子 団体戦
１位 平城D大船稀也,長塚大樹,有馬優希,猪谷謙斗)
２位 西の京Ａ(塩田歩世,平尾一真,松田治親,
大神智也)
３位 法隆寺国際Ａ(井上竣平,平田隆喜,渡邊翔)
２年男子 個人戦
１位 大船 稀也 (平城）、２位 長塚 大樹 (平城)
３位 井上 竣平 (法隆寺国際)
２年女子 団体戦
１位 郡山Ａ(林芽生,水谷友香,榎園さおり,
杉岡みな子)
２位 法隆寺国際Ａ(松岡美里,上更谷茜,木村彩香,
原田菜央)
３位 平城Ｃ(吉田知代,北村菜々美,長嶺菜摘)
２年女子 個人戦
１位 山本初花 (西の京)、２位 木村彩香(法隆寺国)
３位 大高 裕香里 (登美ケ丘)
３年男子 団体戦
１位 磯城野Ａ(西岡万暉人,中谷海斗,宮本政史)
２位 西の京Ａ(清水庸示,中村嘉孝)
３位 平城Ａ(田中寛人,吉川慎一郎)
３年男子 個人戦
１位 吉川 慎一郎 (平城)、２位 中村 嘉孝 (西の京)
３位 中谷 海斗 (磯城野)
３年女子 団体戦
１位 奈良高専Ａ(伊庭由季乃,村本侑加,渡邊真衣)
２位 西の京Ｂ(岡本くるみ,田口朋美,山本優希菜)
３位 西の京Ａ(田代有沙,宇陀希世美,弓場葉月)
３年女子 個人戦
１位 宇陀希世美 (西の京)、２位 渡邊真衣 (奈高専)
３位 南岡 梨香子 (法隆寺国際)
(高体連：川﨑敦子)
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◆橿原神宮建国記念祭奉納行事
２月１日（日）に橿原神宮前庭において、小笠原清忠
ご宗家をお迎えし、建国記念祭の成功、天下泰平を祈念
し、蟇目式、百々手式の奉納を執行しました。
この行事は、昭和４２年に建国記念日が制定されたの
を機に、毎年行われているものであります。本来2月11日
に奉納される武道と同じでありますが、広い場所が必要
なこと、また、参拝者が多く危険があるため、一足早く
執行されています。昭和42年当時は、連盟会員はほとん
ど小笠原に入門しており、小笠原行事として執行しまし
た。以来、近畿をはじめ三重、愛知、岐阜、徳島の門人
も参加する行事として現在に至っております。奈良県弓
道連盟としても、この伝統行事を引き継いでいくために ◆第１回近畿中学生弓道錬成大会
門人以外の多くの人たちにもお手伝いいただいておりま [日時] 平成２７年２月１日（日）
す。今回も、西中正会長、阪中計夫理事長はじめ、多く [主催] 近畿地域弓道連盟連合会
の連盟会員の皆様に参加いただきました。1月31日の土曜 [会場] 大阪城弓道場
日には勉強会も開催しました。今後このような機会をと [種目・種別] 男女近的 団体戦及び個人戦
らえ、一般会員の方々の参加もお願いしていかなければ 昨年度まで近畿強化練習会として行われていました
ならないと考えております。興味のある方は、どんどん が、今年度から新しく、近畿中学生錬成大会として行わ
お申し出ください。
（奈良支部：新司正人） れるようになりました。近畿地区の１７校の中学生（男
子６３名、女子７３名計１３６名）の参加がありました。
＜個人戦＞
男子
女子
優勝 鍵谷 悠喜（香芝） 優勝 谷口 美波(橿 原)
２位 上嶋康寛（天理南） ２位 内田 光咲(香 芝)
３位 井上 裕文（甲南） ３位 岡野 美柚(甲南女子)
◆第44
＜団体戦＞
◆第 44 回近畿教職員弓道大会
平成 27 年 2 月 11 日（祝）橿原公苑弓道場にて、本年 男子 優勝 六甲Ａ(織田,古市, 波多野)
度も近畿教職員弓道大会を開催しました。本年度は近畿
２位 八木Ａ(鍵谷,野村,木岡)
各地から 80 名を超える参加者を迎えることができまし
３位 香芝Ｂ(石田,北河原,廣田)
た。天候も穏やかな一日となり、ゆったりと弓を楽しむ 女子 優勝 香 芝Ａ(元持,増田,内田)
ことができました。大会会長である西中奈良県連盟会長
２位 天理南Ｂ(飯田,山崎,木村)
の矢渡でスタートし、各自１２射による団体戦、個人戦
３位 甲南女Ｂ(吉野,船津,岡野)
を行いました。結果は、団体男子優勝は兵庫A（２７中／
３６射）、２位和歌山（２２中）、３位奈良C（２２中）、
団体女子の優勝は京都B（１８中／２４射）、２位京都A
（１６中）、３位奈良C（１４中）。なお、奈良男子C チ
ームは松本高佳、澤 一彦、加藤宗弘選手。奈良女子C チ
ームは小西徳子､明﨑静代選手でした。個人戦では男子四
段以上の部では９中での競射となり優勝が西浦範光
（奈）、２位田中克彦（和）、３位川久保 亘（兵）、男
（中体連：中前芳一）
子三段以下の部では優勝が永島優樹（９中：兵）、２位
嶋田良太（７中：和）、３位浅居正信（７中：滋）の皆 編集後記
今月も多数の原稿・写真の投稿ありがとう
さんとなりました。女子の部では、優勝が小牧佳世（11
中：京）、２位林 千晴（９中：京）、３位明﨑静代（８
ございました。
中：奈）の皆さんでした。
（教職員：土谷尚敬）
今後ともよろしくお願いします。
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