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◆平成27
◆平成27年度
27年度 第60回記念
60回記念 全国高等学校総合体育大会 ご指導、ご協力頂いた連盟の先生方、大学、高校の先
生・先輩方、心より感謝申し上げます。中体連としても
全国高等学校弓道大会「2015 君が創る 近畿総体」
日時 平成27年8 月6日（木）～9日（日）
久々の全国入賞で嬉しいことではありますが、さらに上
を目指して精進して参りたいと思います。
場所 吉野運動公園総合体育館特設弓道場
奈良県勢の結果は以下の通り。
「風になれ 今 青春が走りだす」のスローガンのもと、 ≪結果≫
全国高等学校総合体育大会弓道競技大会が吉野町で行わ ＜予選＞
れました。60 回記念大会となる今大会は、団体戦では各 男子個人 ８射６中以上で通過
都道府県の代表校に加え、各地域のブロック代表校男女 花瀬翔一（橿原中３年）
各10 校も加わり、個人団体あわせて234 校、総勢843 名
８射４中で予選通過ならず
が 4 日間にわたり熱戦を繰りひろげました。夏の暑さの 女子個人 ８射５中以上で通過
厳しい中、それぞれの選手が精神力や集中力を高め、気 小林のの（大成中３年）
迫のこもった試合を展開し、観客を大いに魅了しました。
８射５中で予選通過
奈良県選手では、女子団体で平城高校が 3 位に、女子 男子団体 的中上位１６チーム通過
個人で五條高校喜多選手が 4 位に入賞し、地元開催を盛 大成中（山並、森井、吉川、小南）
り上げました。大会の運営にあたり、吉野町の方々がボ
２４射１２中で予選通過
ランティアとして会場内はもちろん交通誘導やシャトル 女子団体 的中上位１６チーム通過
バスの案内など様々なところでご尽力くださいました。 天理南中（澤、奥田、木村、奥村）
また、奈良県内の 300 名を超える高校生が補助員として
２４射１３中で予選通過
懸命に大会運営を支えてくれました。多くの方々の支え ＜決勝＞
があって、今大会が無事に終了できましたことに感謝い 女子個人 小林のの（大成中３年）
たします。
射詰め１本目×→遠近競射で７位入賞
出場された選手はもちろん、大会運営に関わっていた 男子団体 大成中（山並、森井、吉川、小南）
だいたすべての方々にとって、この夏の経験が心に残る １回戦 対 清真学園（茨城県）
すばらしい思い出となりますことを願っています。
６中 対 ９中で敗退 結果、ベスト１６
≪結果≫
女子団体 天理南中（澤、奥田、木村、奥村）
女子個人 4 位 喜多明優美（五條高校
１回戦 対 ダイキジュニア（愛媛県）
女子団体 3 位 平城高校
５中 対 ３中 で勝利
伊藤ゆり・藤井はるか・的場帆花・長嶺菜摘
準々決勝 対 有明中（熊本県）
奥田あかり・藤野葵
４中 対 ６中で敗退 結果 ５位入賞
(高体連：川﨑 敦子)
◆第12
◆第12回全国中学生弓道大会
12回全国中学生弓道大会JOC
回全国中学生弓道大会JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
開催日：８月２１日（金）～２３日（日）
場所：全日本弓道連盟中央道場
主催：全日本弓道連盟
４７都道府県中、男子４０団体、男子個人４１名、女
子４３団体、女子個人４４名の選手が参加した。前日の
公開練習では昨年同様、練習会場に多くの選手でごった
返し、調整が非常に難しい大会でした。昨年度、奈良県
勢が全国で入賞することができずに手ぶらで帰ってきた
悔しさから、今年はと意気込んで臨んだ本戦ですが、県
勢から女子団体の部５位、女子個人の部で７位入賞を果
たしました。多くの方々に協力、応援して頂き、この結
（中体連：藤原 淳）
果が出せたと思っております。
（右上へ）
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◆第26回奈良市弓道近的選手権＆会長杯争奪戦
26回奈良市弓道近的選手権＆会長杯争奪戦
8/23、晴天の夏空の元、第26 回奈良市弓道近的選手権
祝合格
＆会長杯争奪戦が78名の奈良市在住の弓道愛好家の参加
で催されました。
四国錬士
四国錬士臨時中央審査にて
錬士臨時中央審査にて
この競技会は、高校生以上を無段、初弐段、参四五段、
錬士 中井達男さん
称号者に分けて男女混合で、八射の的中数で競う競技会
です。それぞれの段位に合わせて表彰されることから経
錬士 松澤和実さん
験の少ない人にも優勝のチャンスがあります。競技会に
が合格されました。
おいては、審査の時とは違った緊張感があり、普段通り
の射が出来る人、出来ない人などを見て、自分自身に置
おめでとうございます。
き換えて感心したり、反省したりする部分が多々ありま
す。また、単に的中の結果のみではなく、体配・射形に
ついても常に正しい射法八節を意識している人の射には
感動を覚えます。
◆50 周年記念 中日本弓道近的選手権大会
今回、競技会において、場内進行の役をさせて頂きま 日時 平成２７年９月１３日（日）
した。私自身数回の経験をしているのですが、本番にな 場所 愛知県体育館内特設射場
るとなかなか思うような行動、言葉が出てきません。あ
る意味で、行射の時以上に緊張してしまいます。競技会 ≪結果≫
においては、準備、召集、記録、的前審判、場内進行な 男子団体
ど全ての人の協力があってスムースな運営となります。
５位 佐藤聖太、原田祐介、中井達男（10 中競射）
それもまた、弓道に携わる者にとって大事な事柄と感じ 男子個人
ます。今回場内進行の役割の中で、失敗した部分につい
優勝 新子修平（４射皆中、競射１１中）
ても良い経験をさせて頂いたと考え、次回の機会に生か
したいと考えています。とても有意義な競技会でした。 ◆壮行射会
【競技会結果】
日時 平成２７年９月６日（日）
〇無段の部
場所 橿原公苑弓道場
1 位 南 拓磨（奈良高）
2 位 太田 和輝（奈良高）
≪結果≫
3 位 甫田 陽美（奈良高）
優勝 新子、奥田、辻本
〇初～弐段の部
２位 藤岡、中井、山口
1 位 遠近 さやか（西の京高）
３位 乾、井戸上、吉本
2 位 松田 治親（西の京高）
林、小野、松澤
3 位 黒田 荘太郎（協会）
〇参・四・五段の部
1 位 村髙 洋志（協会）
編集後記
2 位 仲川 和男（協会）
3 位 中井 達男（協会）
残念ながら国体本選への参加は叶いませんでした
〇称号者の部
が、ねんりんピック、全日本選手権が開催されている
1 位 小林 保彦（協会）
シルバーウィークです。参加選手の活躍を期待してい
2 位 辰巳 好美（協会）
ます。
3 位 伊藤 浩（協会）
度々告知で申し訳ないですが、橿原市では体育の日
〇会長杯男子の部 小林 保彦（協会）
に市民体が開催されます。市在住・在勤の方、また、
〇会長杯女子の部 遠近 さやか（西の京高）
体育の日に暇な方、オープンの部もありますので、ご
〇優秀賞
太田 和輝（奈良高）
（奈良支部：栗栖久夫） 参加下さい。（当日参加可です！）
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