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◆第６回 奈良県弓道総合選手権大会 （４月２９日）

  （兼 全日本弓道遠的選手権予選  

兼 国体成年予選会  

兼 ねんりんピック県予選会） 

場所：橿原公苑弓道場及び特設遠的射場 

参加者 男子：４７人  女子：３８人 

 

射手阪中教士、介添え森、藤岡両錬士による矢渡しのあ

と遠的競技より、開始された。陽射しはすでに夏の陽に近

く、選考委員はじめ選手は額に汗しながら、遠い的に向っ

ていった。午後１時過ぎ遠的終了。昼食の後、近的競技に

進む。直後から上位進出を目指し、熱気あふれる競技が続

き、終盤を迎えた。男子決勝では山口選手、新子選手の１

９中での同中射詰めが行われ、山口選手が制する。女子で

は林選手が１７中でこれを制す。 

閉会式で吉本会長より全体を通して 

 ★手の内が硬い ★残心から弓倒しの悪さが散見さ

れる ★気合を抜かない射を心がけるように 

との講評を頂いた。       （競技部 藤原） 

 

【代表選考結果】 

 

 ▼ねんりんピック候補選手 

森 昌彦（橿原）  井倉 康裕（橿原） 

明崎 静代（橿原） 上地 洋子（橿原） 

岡本 蔦子（奈良） 

＊ ５月末までに８人枠で決定

 

▼ 国体強化選手 男子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口 亮二 （奈良） 新子 修平 （五条） 

中島 信作 （ｼｬｰﾌﾟ） 長濱 正伸 （橿原） 

松本 雄介 （香芝） 原田 祐介 （橿原） 

 

 

▼国体強化選手 女子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 林   秀子 （橿原） 上谷 亜弥 （五条） 

西田 ゆり （奈良） 岡本 圭子 （奈良） 

矢野 由起子（奈良） 東中 千佳 （橿原） 

吉岡 瑞紀 （香芝） 

 

▼ 全日本弓道遠的選手権代表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男子： 綿松 昭寛 （橿原） 長濱 正伸 （橿原） 

 女子： 山口 愉佳子（奈良） 西田 ゆり （奈良） 

 

【総合選手権大会 結果】 

▽成年男子の部 

優勝：山口 亮二 （奈良） １９中 

２位：新子 修平 （五条） １９中 

３位：綿松 昭寛 （橿原） １８中 

             ※優勝、２位は射詰め競射 

▽成年女子の部 

優勝：林 秀子  （橿原） １７中 

２位：上谷 亜弥 （五条） １３中 

３位：山口 愉佳子（奈良） １３中 

＊２、３位は遠近競射 

          （報告：競技部 長濱） 
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 ◆第６回 奈良県中学校弓道錬成大会 

   日時：平成２１年５月２日（土） 

   主催：奈良県弓道連盟 

   共催：奈良県中学校体育連盟 

   会場：橿原公苑弓道場 

   種目・種別：男女近的 個人戦および団体戦 

   参加者数：男子６０名、女子８５名 

 

【個人戦】 

 ▽男子 ①山中 郁也（白橿）②森村 亮太（香芝） 

     ③松村 幸彦（天南） 

 

 ▽女子 ①辻 沙織（橿原）②中村 彩乃（香芝） 

     ③川本 景穗（香芝） 

 

【団体戦】（上位４チームによる、トーナメント方式） 

 ▽男子 ① 八木中Ａ（吉澤、仲子、長尾） 

     ② 白橿中Ａ（山中、河本、階戸） 

     ③ 香芝中Ａ（奥田、齋藤、田中） 

▽女子 ① 橿原中Ｄ（松田、石馬場、松本） 

     ② 香芝中Ａ（北浦、中村、宮本） 

     ③ 橿原中Ｂ（平元、辻、橋本） 

                 （中体連 藤原） 

 

 

 

 

★５・６月度競技会予定（from 競技部） 

○５/３１(日)：称号者大会（全日予選） 

会場：橿原公苑弓道場 

 ○６/１４（日）：国体最終予選会 

   会場：橿原公苑弓道場 

 

★競技部からの連絡 

 平成２１年度の競技会申込用紙を奈良県弓道連盟ホー

ムページに掲載しましたので、各支部からの申込み時は、

ホームページ掲載の申込用紙をご使用願います。 

 

 

 

 

No.4 

 

京都大会も無事終わりました。大会・審査を通じて感じ

たことは、基本の大切さでした。立ち居振る舞い、射法八

節、いずれも晴れの舞台で自分の実力を発揮できるかどう

かは、基本をきちんと身につけているかどうかではないで

しょうか。五日間、審判席から見ていての印象です。 

日々の練習に、ぜひ、立ち居振る舞いから基本にのっとっ

て行いたいものです。 

◆ 住吉大社全国遠的大会 （５月１日） 

奈良県勢 めざましい活躍！！ 

【学生の部】 

▽男子団体 優勝 天理大学 

（鈴木宏英 真浦一騎 橋本高寛） 

▽男子個人 優勝 鈴木宏英  

６位 吉田 誠宏 １０位 廣澤 誠哉 

▽女子個人 ８位 菅田 絵里 

【一般の部】 

▽ 女子団体 優勝 奈良県 

（東中 千佳 吉岡 瑞紀 明崎 静代） 

▽女子個人 ８位 東中 千佳 ９位 吉岡 瑞紀 

▽男子個人 ２位 山口 亮二 

 

“天理大学 弓道部監督 久保 善宣 談話” 

５月１日に行われた住吉大社全国遠的大会男子学生の

部で天理大学は団体、個人共に優勝を果たしました。吉本

会長はじめ応援してくださった方々に厚くお礼申し上げ

ます。今年から、学生の部に高校生も組み入れられたので、

和歌山の鹿島高校、紀央高校、日高高校など遠的の実績の

ある高校が参加となり皆中でないと優勝できないと思っ

て練習に励みましたが、１０中で幸運にも優勝ができまし

た。練習に際してはOBの山口君初め奈弓連の方々と一緒に

練習させて頂いた事が好結果につながったと感謝してい

ます。有難うございました。 

 西田 ゆりさん ５位入賞！！ 
  

第６０回全日本弓道大会（京都）において、

有段者の部で見事入賞を果たされました。お

めでとうございます 

吉本会長の住所連絡先が変わりました 

 

〒639-1133  

奈良県大和郡山市高田口町49-6 

電話／ＦＡＸ 0743-53-7007 

メール kyosimt@gaia.eonet.ne.jp 
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◆ 平成 21 年度 全国高等学校総合体育大会 

第 54 回 全国高等学校弓道大会 県予選会 

【団体1次予選】 （４月26日） 

参加校 女子16校 男子19校 

▽女子予選通過校 

  高田商業 橿原 平城 奈良北 郡山 西の京 

▽男子予選通過校 

  橿原 平城 王寺工業 畝傍 西の京 郡山 

 

【個人１次予選】 （５月３日） 

参加者 女子233名 男子253名 

予選通過者 女子39名 男子47名  

 

【個人戦準決勝・決勝】（５月10日） 

  準決勝 ４射３中以上通過  

     女子 39名中 10名 男子47名中 13名 通過 

   

決勝戦 （射詰競射） 

 ▽女子 ①吉田 理映子(高田商) ②木尾 真奈美 (橿

原) ③福西 真歩 (橿原) ④弥富 衿奈 (高

田商業) 

 ▽男子 ①竹森 健吾（法隆寺国際） ②小西 啓佑 (橿

原) ③下鍵 大 (高田商業 )④漆畑 将大 

(西の京) 

 

【団体決勝リーグ戦】（５月１０日） 

▽ 女子 

①  橿原高校 ５勝０敗 81中 

      木尾・福西・吉田・坂本・鶴留・加藤 

② 高田商業高校 ４勝１敗 71中 

       吉田・竹花・江場・生田・弥富・鶴谷  

③ 奈良北高校 ３勝２敗 49中 

      池田・松村・池田・濱元・石村・木村 

▽ 男子  

① 畝傍高校 ４勝１敗 63中 

       古郷・楠田・山本・前川・木下・平井 

② 橿原高校 ３勝２敗 74中 

丸・坂本・野田・高間・遠山・中岡 

 ③ 平城高校 ３勝２敗 56中 

佐藤・元田・山田・西島・貝本・野村 

 

個人１～４位と団体１・２位は、７月28～31日に奈良県

橿原市橿原公苑第一体育館で行われる全国高校総体に県

代表として出場する 

      （高体連 高塚）

 

■ 第 18 回橿原市武道合同演武会 

橿原市では、弓道、剣道、柔道、空手道、合気道の各団

体で橿原市武道協議会を結成し、橿原市及び周辺地域での

武道振興並びに武道館の設立を目指し、合同で活動を行っ

てきています。毎年４月には、武道合同演武会を開催して

おり、今年は去る 19 日（日）に開催され、すでに第 18

回を数えています。 

今年の演武

会では、橿原市

長始め、市体協

幹部、奈良県議

会議員、橿原市

議会議員等多

数の来賓の御

陪席を頂く中、

橿原市弓道協

会会長の山本

錬士による矢

渡、昨年全国中

学校弓道大会の女子団体の部で準優勝した橿原中学校弓

道部の後輩達、平成２０年度の橿原市弓道教室の修了生、

及び一般選手による演武を行いました。 

 

橿原市弓道協会は約７０名の会員を有する支部として、支

部活動の活性化と弓道の普及・振興に頑張っていく所存で

す。 

  
 

                （橿原支部 衛藤） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

  ホームページがスタート！！ 

 ５月１日に奈良県弓道連盟のHPが開設されました。まだの方

は早速アクセスしてみましょう。URLはhttp://www.narakyudo.jp/

です。（このHP開設、管理には橿原の衛藤さんにご尽力いただき

ました。 ありがとうございました） 

・特別寄稿 「小笠原流作法」は今月号お休みさせていただきました。

編集子 

 


