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学生男子団体の部 ２位 天理大学
(中岡 稜、脇田 政宏、田中 智)

第13回奈良県弓道総合選手権大会
成年男子：今西 達也さん（五條）、成年女子： 一般女子団体の部 ２位 奈良県
(吉岡 瑞紀、明崎 静代、 山内 雅美)
林 秀子さん（橿原）が優勝
平成２８年４月１７日（日）橿原公苑弓道場・橿原庭 学生男子個人の部 優勝

中岡 稜さん（天理大学）

球場遠的射場で第13回奈良県弓道総合選手権大会兼 学生女子個人の部 優勝 岩下 晴奈さん（天理大学）
国体成年予選会兼 全日本弓道遠的選手権大会県予 一般女子個人の部 優勝 吉岡瑞希紀さん
選会が男子５８人、女子４３人が参加して開催されま
した。競技は近的８射、遠的１２射（計２０射）で行
われました。結果は次のとおりです。
成年男子の部
優勝 今西 達也 （五條）
１８中
２位
３位

中井 達夫 （奈良）
山口 亮二 （生駒）

１４中
１３中

成年女子の部
優勝 林 秀子
（橿原）
２位 揚田 よう子（奈良）

１３中
１０中

３位

１０中

白井 礼子 （錬弓会）

左から学生個人の部で優勝した中岡さん、岩下さん

協議後の選考会の結果、次の人々が選ばれました。
国体監督
成年男子 中井 達夫（奈良）
成年女子 白井 礼子（錬弓会）
国体強化選手
成年男子
今西 達也（五條）、新子

修平（五條）

辻本 元威（香芝）、奥田
佐藤 聖太（橿原）、桧尾
成年女子

章人（橿原）
涼 （奈良）

林 秀子 （橿原）、揚田
奥戸 由美（郡山）、松澤

よう子（奈良）
和実 （奈良）

優勝者の喜びの声
「昨年は 4 位で今年は部を引っ張っていく立場で、優

吉岡 瑞紀（香芝）、前川 なつき（橿原）
全日本弓道遠的選手権大会出場選手

勝できたのでホッとしています。1 月に三十三間堂全
国大会に優勝後、好不調を繰り返していましたので、

男子
女子

左から一般女子団体の部で２位の 山内さん、 吉岡さん
明崎さん

藤岡 順 （香芝）、 長濱 正伸（橿原）
白井 礼子（錬弓会）、揚田よう子（奈良）
（事務局）

優勝できて良かった。
」
（学生男子個人の部優勝 中岡
稜）
「 インカレで 2 位になったことはありましたが、全
国大会の優勝は初めてだったので、結果を残せたこと
は嬉しかった。」（学生女子個人の部優勝 岩下晴奈）

住吉大社全国弓道大会 奈良県勢が大活躍
学生男子で中岡 稜さん、学生女子で岩下 晴奈 「一般女子の部で団体 2 位、個人優勝という成績を残
すことができました。奈良県には遠的場が少なく、近
さんが、一般女子で吉岡瑞紀さんが個人優勝
第 65 回住吉大社全国弓道大会が 5 月 1 日に住吉大社 的に比べると練習量は格段に少なくなってしまいま
の特設遠的射場に於いて開催されましたが、奈良県勢 す。その中でこの成績を残せたのは、休日にも関わら
が大活躍をしました。上位入賞者は次のとおりです。 ず、時間を作って練習に付き合ってくださった先生方
た。」
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た。（一般女子個人の部優勝 吉岡瑞紀）
注： 天理大学生の写真、喜びの声は大学の了解のもと、
ホームページから引用させていただきました。

橿原市武道合同演武会開催
弓道体験コーナーでは今年も長い行列
平成 28 年４月２４日（日）に橿原市中央体育館にて
第２５回橿原市武道合同演武会が開催されました。剣
道、柔道、合気道、空手、弓道に、今年からは極真空
手の皆さんも加わりました。各武道団体の演武が披露
され、普段なかなか目にすることのない迫力ある技に
会場からは歓声と拍手が送られていました。

昇格、昇段おめでとうございます
京都市勧業館「みやこめっせ」で開催された
【京都】定期中央審査会において、次の皆さん
が昇格，昇段されました。
５月５日 教士候補者 藤岡 順（香芝）
５月４日 六段合格者 長濱正伸（橿原）
東中千佳（橿原）
おめでとうございます。
（事務局）

弓道の演武として今回は男性５名による「立射」、女
性５名の襷掛けを含む「行射」と、八木中学校生徒に
よる「行射」が行われました。
計 88 名(昨年 56 名)での大会となりました。

競技は四ツ矢二回計８射を立射・的中制にて実施。

結果は次のとおりです。
八木中学校生徒による「行射」

青年の部
優勝 小西美穂(郡山高)
２位 安積朋香(郡山高)
３位

川上志月(郡山高)

一般の部
優勝 前角 博 (橿原)
２位 石田輝夫(郡山)
３位

小林宏樹(郡山)

体験コーナーで指導する橿原市弓道協会の皆さん

その後、毎年人気の体験コーナーでは今年も長い行列
ができ、子供たちだけでなく大人も並んで下さり、自
分の番が来るのをワクワクしながら待っておられま
した。いざ自分の番が来ると、体の小さなお子さんよ 前列左から 安積さん、小西さん、川上さん、後列左から
りも屈強な大人の男性の方が緊張しているのが印象 石田さん、前角さん、小林さん
的でした。多くの皆さん緊張した面持ちで真剣に弓に 今年の大会では、青年の部における地元高校生とりわ
触れ、引き分けの強い力や、離れの衝撃などを体験し け女子部員の活躍が目立ちました。来年も引き続いて
ていただけました。（橿原市弓道協会 豊嶋 倫子） 多数の皆様の参加を願っています。
(郡山支部 石田 輝夫)

大和郡山市市民体育大会に 88 名が参加
５月８日(日)爽やかな気候に恵まれたなかで、やまと 平成２８年全国高等学校総合体育大会県予選
郡山城ホール弓道場において第 66 回市民体育大会弓 が開催され、男女各６校が決まる
、奈良県立橿原公苑弓道場において、
道の部が開催されました。本年は地元高校よりの多数 ５月４日（日）
第 61 回全国高等学校弓道大会および第 69 回近畿
の参加をえて、青年の部 57 名、一般の部 31 名、
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高等学校弓道大会の県予選（団体１次予選）が男子 18 女子総合の部
校女子 16 校が参加して開催されました。競技は５人 １位 西
翠
（高田商業）１２中
立、各自８射、チーム 40 射で行われ、上位６校が予 ２位 水内野々華 （郡山）
１０中
選通過しました。結果は次のとおりです。
男子の部
平城高校・橿原高校
高田商業高校

30 中
24 中

法隆寺国際高校
畝傍高校・奈良工業高等専門学校
郡山高校

23 中
22 中
21 中

３位 赤尾 音乃 （西の京） １０中
（２、３位決定は、遠近法による）
（高体連）

平成２８年度奈良県中学校弓道錬成大会
男子は辻本 貴則君（八木中）、女子は
奥村 知世さんが（天理南中）優勝
今年度の最初となった平成２８年度奈良県中学校弓

（奈良工業高等専門学校はオープン参加）
女子の部

道錬成大会が平成２８年５月３日（火）に橿原公苑弓
道場で実施されました。参加人数は男子５６名、女子

郡山高校
平城高校
榛生昇陽高校・奈良北高校

26 中
23 中
22 中

９７ 名。各人８射として、その的中で個人の順位を
決めました。団体は的中合計の上位４チームを選びそ
の後トーナメント方式により団体の順位を決めまし

法隆寺国際高校・桜井高校

21 中
（高体連）

た。結果は以下の通りです。
個人戦
男子の部

女子の部
平成２8 度奈良県高等学校弓道選手権大会
男子総合：山田 拓磨君（橿原高）、女子総合： 優勝 辻本貴則（八木） 優勝 奥村知世（天理南）
２位 岩井郁也（橿原） ２位 村井芽生（八木）
西 翠さん（高田商業）が優勝
平成 28 年度 奈良県高等学校弓道選手権大会が 4 月 24 ３位 佐藤卓晃（香芝）

３位 藤田瑞生（八木）

日（日）に橿原公苑弓道場で実施されました。
結果は以下の通りです。
男子近的の部
１位 宮本 祐暉（橿原）
２位 森脇 尚哉（平城）

７中
７中

３位 笠井 大世（橿原）
７中
（順位決定は、射詰・遠近法による）
男子遠的の部
１位 山田 拓磨（橿原）

７中

個人の部入賞の選手達：左から奥村さん、村井さん

２位 鷲尾 巧 （奈良高専） ７中
３位 藤田 和輝（法隆寺国際）７中
（順位決定は、射詰・遠近法による）

団体戦
男子の部

男子総合の部
１位 山田 拓磨（橿原）

優勝 大成中 A（小林、小南、川合）
２位 橿原中 A（幸田、沼田、岩井）

藤田さん、辻本さん、岩井さん、佐藤さん

１３中

２位 宮本 祐暉（橿原）
１２中
３位 和多田尭矩（平城）
１２中
（２、３位決定は、遠近法による）
女子近的の部
１位 西
翠
２位
３位

３位 香芝中 A（根来、佐藤、山下）

（高田商業） ７中

鎌倉 凜
（畝傍）
久保 沙織 （五條）

７中
６中

（１、２位決定は、射詰、３位決定は遠近法による）
女子遠的の部
１位 前野 麻緒 （橿原）
６中
２位
３位

荒井 優花 （高田商業）５中
赤尾 音乃 （西の京） ５中

（２、３位決定は、遠近法による）
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女子の部
優勝 香芝中 B（古内、吉田、増田）
２位 大成中 A (増田、平井、植木）
３位 橿原中 A（大枝、植村、吉田

前列左から

藤原さん、中村さん、東さん、山口さん、佐藤さん、久保

さん、後列左から 岡さん、宮島さん、辻本さん、大辻さん、葛井さん、
白井さん

（牧浦信恵）

団体入賞の前列 香芝中、後列左から大成中、橿原中の選手達

(中体連）

「平成２８年度熊本地震」義援募金に
協力をお願いします

平成 28 年度香芝市選手権大会
中学生の部：山口 直人君、東 菜々さん
一般の部：辻本 元威さん、大辻 優香さん
が優勝
5 月 8 日（日）香芝市立香芝中学校弓道場において平
成 28 年度香芝市選手権大会が開催されました。竹村
先生の矢渡しに始まり、多くの観客（中学生の保護者
等）が見守る中四つ矢３回の１２射による競技が行わ
れました。
中学生と一般に分かれての試合でしたが、一般の射
を盗むようにして射に見入る中学生の眼差しや、試合
の合間に巻きわらで一般に声を掛け指導を受ける姿
にこれからの彼らの成長を期待せずにはおれません

橿原公苑弓道場および県内の幾つかの道場内
に「平成２８年度熊本地震」被災者に対する
義援金箱を６月末日まで設置します。皆様の
暖かいご支援をお願いいたします。本義援金
は全日本弓道連盟経由、全九州弓道連盟連合
会に寄付されます。
また別途、全日本弓道連盟から各地連に対
して協力依頼があり、奈良県連として２万円
の義援金を体育協会経由、日本赤十字社に寄
付させていただきました。

財務部

でした。
試合後の竹村先生の講評の中には「基本を大切に、
射法八節を大切に引きましょう」とおっしゃられてい
たのもとても印象的でした。結果は次の通りです。
中学生男子の部
優勝 山口 直人
２位 佐藤 卓晃

中学生女子の部
優勝 東 菜々
２位 中村 彩夏

３位 久保 虎楠
一般男子の部

３位 藤原 優花
一般女子の部

優勝
２位

辻本 元威
宮島 裕也

優勝 大辻 優香
２位 葛井 麻衣、

３位

岡 雅佳

３位 白井 礼子
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編｜集｜後｜記
４月、５月は数多くの大会、審査会が続きました。
奈良県の皆さんの活躍のニュースが届けられ、嬉しい
限りです。中学校弓道錬成大会には１５３名の生徒が
参加とのこと、奈良県弓道の底辺の拡がりを感じるこ
とができます。一方で定年後に弓道を再開あるいは新
たに始められる人々が増えています。中学生から８０
歳代の高齢者まで年齢に関係なく、一緒に弓道を学
び、競技し、そして交流できることは素晴らしいこと
だと思います。
編集担当 野尻賢司
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