奈弓連だより
通巻 183 号
第14回奈良県弓道総合選手権大会
成年男子：今西 達也選手（五條）、
成年女子：林 秀子選手（橿原） が優勝
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昇格、昇段おめでとうございます

平成29年4月16日（日）橿原公苑弓道場・同遠的場
で第14回奈良県弓道総合選手権大会兼 国体成年予
選会兼 全日本弓道遠的選手権大会県予選会が男子
59人、女子44人が参加して開催されました。競技は近
的12射、遠的12射（計24射）で行われました。
当日は天気も良く遠的日和でしたが、近的、ならび
に競射が行なわれる頃にはあたりは真っ暗になって
いました。長時間にわたり皆様お疲れ様でした。
結果は次のとおりです。
成年男子の部
優勝 今西 達也 （五條）（参段）
22中
２位 山口 亮二 （生駒）（五段）
20中
３位 新子 修平 （五條）（五段）
20中
成年女子の部
優勝 林 秀子
（橿原）（五段）
16中
２位 揚田 よう子（奈良）（五段）
15中
３位 上田 浩子
（五條）
（参段）
15中
競技後の選考会の結果、次の人々が選ばれました。

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 森 昌彦 （橿原）
５月４日 六段合格者 西田 ゆり（奈良）
おめでとうございます。
（事務局）
住吉大社全国弓道大会

学生男子個人で上野椋平選手（天理大学）が優勝、
一般男子団体の部で辻本、新子、山口選手が３位

第 66 回住吉大社全国弓道大会が 5 月 1 日に住吉大
社の特設遠的射場に於いて開催されました。昨年同
様、一般の部、学生の部で奈良勢が活躍しました。天
理大学の上野椋平選手は学生個人の部で優勝されま
した。その他の上位入賞者は次のとおりです。
学生男子団体の部
３位 宮脇 和宏、宮本祐 暉 、
全日本弓道遠的選手権大会出場選手
上野椋平（天理大学）
男子 山口 亮二（生駒）
、長濱 正伸（橿原）
一般男子団体の部
女子 揚田よう子（奈良）
、白井 礼子（錬弓会）、
３位 辻本元威、新子 修平、山口 亮二
国体強化選手
学生男子個人の部
成年男子 監督 奥戸 由美（郡山）
優勝 上野椋平（天理大学）
コーチ 中井 達男（奈良）
７位 脇田 政宏（天理大学）
選手 今西 達也（五條）
、新子 修平（五條）
学生女子個人の部
辻本 元威（香芝）、原田 祐介（橿原）、
６位 岩下 晴奈（天理大学）
檜尾 涼（奈良）、宮島 裕也（橿原）、
７位 荒井 優花（天理大学）
奥田 章人（橿原）
一般男子個人の部
成年女子 監督 白井 礼子（錬弓会）
２位 山口 亮二、８位 辻本 元威
コーチ 松澤 和実（奈良）
（事務局）
選手 林 秀子（橿原）、揚田 よう子（奈良）
上田 浩子（五條）、長濱 有美（橿原）、 全国高等学校総合体育大会, 全国高等学校弓道
吉岡 瑞紀（香芝）、前川 なつき（橿原）、 大会, 近畿高等学校弓道大会 の県予選開催
土谷 ひろみ（奈良）
5 月 4 日（日）、奈良県立高等学校弓道大会橿原公苑
都道府県対抗
弓道場において、平成 29 年度全国高等学校総合体育
選手兼監督 山本 元祥（橿原）
大会、第 62 回全国高等学校弓道大会、第 70 回近畿高
選手
衞藤 博史（橿原）、新子 修平（五條）、 等学校弓道大会それぞれの県予選（団体１次予選）
林 秀子（橿原）、奥戸 由美（郡山） が女子 16 校、男子 19 校が参加して開催されました。
（競技部 西田ゆり）
競技は 5 人立、各自 12 射、チーム 60 射で行われ、
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次の上位 6 校が決勝リーグ戦（6 月 11 日）に進出す
ることになりました。
女子の部
西の京高校
39 中
平城高校
35 中
郡山高校
34 中
高田商業高校・桜井高校
32 中
法隆寺国際高校
28 中
男子の部
西の京高校
45 中
各部門で入賞した選手達
畝傍高校・橿原高校
38 中
郡山高校
37 中
女子弐段以下の部
奈良北高校
36 中
１位 前川 なつき、２位 ローズ ジュリー、
高田商業高校
34 中
３位 網本 裕美子
（高体連）
次の人々が県体への代表として選ばれました。
男子代表
原田 祐介、宮島 裕也、長濱 正伸、
橿原市弓道総合選手権大会 兼
（補欠）中野 順平
県体選手選考会開催
平成 29 年 5 月 1４日（日）に平成２９年度橿原市弓
[監督] 衞藤 博史
道総合選手権大会 兼 県体選手選考会が橿原公苑弓 女子代表
道場および遠的場で開催されました。
原田 温美、前川 なつき、長濱 有美、
結果は次のとおりです。
（補欠）衞藤 明美
男子五段以上の部
[監督] 東中 千佳
１位 原田 祐介、２位 山本 元祥、
（橿原支部のホーム頁から転載させていただ
３位 前角 博
きました）
男子四段以下の部
１位 岡崎 旦、２位 八嶌 駿、
編｜集｜後｜記
３位 高嶋 康司
4月16日に開催された奈良県弓道総合選手権大会で
女子参段以上の部
優勝した今西達也選手は2年連続、林秀子選手は3年連
１位 原田 温美、２位 明﨑 静代、
続です。おめでとうございます。
３位 東中 千佳
先日ある先生から、参考にし、稽古に励みなさいと、
安沢東宏範士の名著「大射道」の「百発成功の射」の
章にある言葉を教えていただきましたので紹介しま
す。「何事にも総てを抜きん出るには、不惜身命の悲
願の努力が肝要であり、弓の道もまた然りと云うべ
し。斯くしてはじめて悟得千遍するものにて、之は射
によって自己を見詰め、自己あるを知る修練が度かさ
なるからである。
」
新年度が始まり、奈良県弓道連盟のホームページも
更新されました。平成２９年度便覧や行事予定、そし
て奈弓連だよりバックナンバーも掲載され、ダウンロ
ードできるようになっています。是非利用してくださ
橿原市弓道総合選手権大会に参加した選手達
い。
編集担当 野尻賢司
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