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➘そして日本弓道連盟への報告書等々、ガリ版作業から

青焼き作業を先生一人で奥様に手伝ってもらいながら、

大変ご苦労をして私達を育てて下さいました。先生、あ

りがとうございました。奥様ありがとうございました。 

昨年の十月平城遷都1,300年の記念大会として全日本

弓道遠的選手権大会が開かれました。奈良県の連盟全員

が“和”の力で大成功にやりとげることができました。

先生にいつも聞かされていました“和”をもって、全国

から集って下さいました選手の皆さんに喜んでいただき

ました。先生の教えを実らせることができ、大変うれし

い限りでした。 

 先生長い間ありがとうございました。ゆっくりお休み

ください。 

 先生は今、天界へ旅立たれます。そこには、伊藤先生、

岡田先生、畑中先生、米本先生達がおられます。そこは

にぎやかで、やかましくて、お酒の匂いがプンプンして、

ゆっくり休めないかも知れません。 

 私達はかえらぬ嘆きや感傷でお送りするものではあり

ません。さわやかな感謝の気持ちで先生をお送りしたい

と思います。 

井上哲夫先生、ありがとうございました。 

       

平成23年2月6日    竹村 邦夫 

 

名誉会長 教士八段 井上哲夫先生、ありが

とうございました 

 

天国にめされた先生、私た

ちはまだぼんやりと日を送っ

ております。 

この衝撃と悲しみは薄れる

ことはありません。けれども

とうとうお別れの日がやって

参りました。悲しみに措辞と

とのわず、意を尽くせません

がお別れの言葉をのべさせて

ください。 

 

 先生は幼少の頃から弓道を始められ、昭和二十五年、

奈良県弓道連盟創立と同時に理事長として県弓道連盟の

礎を築かれました。その後、全日本弓道連盟理事、評議

員を歴任され、県連盟と全日本弓道連盟の調整役として

活躍されながら、昭和五十年以降は副会長兼理事長とし

て県内外の連絡調整等、連盟運営にご尽力され、昭和五

十九年のわかくさ国体を機に理事長を後進に譲り、副会

長及び奈良教育大学、奈良文化女子短期大学の師範とし

て若い弓人の育成に努められました。 

平成四年には県弓道連盟の会長に就任され、平成七年

からは医師としての今までの実績をかわれ、老人保健セ

ンター幸寿苑苑長として勤務されながら学生の指導のみ

ならず、連盟の最高責任者・指導者として活躍され続け

てこられました。先生の温厚で誠実な性格は、年配者だ

けでなく、若い人々の心をも惹きつけられ、技術面はも

ちろんのこと、精神面での教えも多く、真の指導者とし

て信頼を集めていらっしゃいました。さらに先生は、平

成七年にこれまでのあらゆる教育指導者の功労を認めら

れ、勲三等瑞宝章を頂かれ、胸に燦然と輝いたお姿は眩

しくもあり私達連盟員の誇りでもありました。 

 奈良県弓道連盟は現在大人で二百人ほど活躍しており

ます。今、私達は何の不自由もなく連盟行事に集まって

本当に楽しくエンジョイしております。 

 この奈良県弓道連盟を立ち上げて下さったのが、伊藤

登先生と井上先生です。お二人が中心となって何もなか

ったところから苦労に苦労を重ねて今日の基礎を築いて

下さいました。 

又、伊藤先生が会長の時、先生は理事長や事務局など

全ての事務を、昼夜を問わず会員の為、今のようにパソ

コンなど便利なものがなく、手作業で年中行事や審査な

ど全ての事務を家に持ち帰ってやっていただいておりま

した。審査の時など数が増え続ける受審者の名簿づくり、

                      ➚ 

 

◆第１７回近畿高等学校弓道選抜大会 

１月１６日（日）京都市武道センター弓道場に於いて、

近畿高等学校弓道選抜大会が行われた。個人戦は男女各

３６名、団体戦は男女各１４校が参加した。奈良県勢の

結果は次の通り。 

▽男子個人戦 

３位 前川知輝 （高田商業高校） 

４位 林田渉平 （高田商業高校） 

５位 平山浩久 （法隆寺国際高校） 

▽女子個人戦 

４位 吉崎麻帆 （奈良北高校） 

▽男子団体戦 

１位 橿原高校  

吉村和也､宗岡達貴､山本雅也､中西信高 

  ３位 高田商業高校 

     前川知輝､田中智､林田渉平､桒村遼 

▽女子団体戦 

３位 平城高校 

津田仁美､勝山彩美､鈴木優美子､山上由加里 

       （報告： 高体連 高塚） 
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■橿原神宮紀元祭奉納百手式 

平成２３年１月３０日に２月１１日の紀元祭を前に百

手式の奉納を行った。 

 

この行事を始めた頃は、奈良県弓道連盟の会員はほとん

ど小笠原の同門であり、鎌倉時代から伝わる小笠原流の伝

統的な儀式にのっとり執り行っている。 

近年は小笠原のご宗家にも来ていただき、近畿各地はも

ちろん、遠くは岐阜、三重、徳島からの参加者も交え、色

とりどりの鎌倉衣装で、また優雅な所作で参拝者の関心を

引いている。 

紀元祭当日は人出も多く危険なため、前の週の日曜日に

行っており、土曜日は橿原道場で射手の足さばきや体配の

稽古を中心に研修を実施している。 ➚ 

 

 ➘ 

当日は、神宮参拝のあと、小笠原清基若先生の祓いの蟇

目が執行され、その後、射手が前弓、中弓、後弓の３組に

分かれ百手式が行

われた。 

今年はこの冬一

番となった寒さ

で、強風が吹きつ

けるなか、２１人

の射手が風にあお

られながら勇壮な

射を披露した。最

後の射手が引いた

後、強風で的が倒れ、ひやっとさせられたが、行事は無事

終了され、直会の後解散した。 

                （新司 正人） 

 

■Ｕ－15強化練習会（中体連） 

 １１月１３日、１２月４日、１１日、１月８日、１５日

の５日間、香芝中学校の弓道場においてＵ－１５強化練習

会を行った。奈良県弓道連盟の指導部西浦範光先生をはじ

め、指導部の先生方、国体選手の方々にご指導していただ

いた。中学生も普段の練習とは一味違う雰囲気を味わうこ

とができたようで、先生方のご指導に対しても一生懸命に

応えようとしていた。 

 以下は参加生徒の感想である。 

 

 “私は、冬のＵ－１５で普段の練習では教えてもらえな

いことや、今まで知らなかったことを教えてもらいました。

 私は夏のＵ－１５に参加して、先生方に教えてもらった

ことを意識して練習すると、皆中する回数が増えたので、

冬のＵ－１５も少しでもレベルアップできるかなと期待し

ていました。Ｕ－１５の先生方に見ていただくと、いつも

より離れが「スパッ！」とでたり、普段友達や先生に言わ

れること以外のことや、審査で大切になってくるような細

かいことなどを教えてもらったので、弓道について知識が

少しだけど増やすことができました。 

 また、「体配はなぜ必要なのか」と質問された時は、正

直なぜ必要なのか考えたこともなかったので分かりません

でした。でも、最後のＵ－１５の時に「隙をなくすため」

と聞いて、なるほどと思いました。 

 また、冬のＵ－１５では、他の中学校の友達もできて、

「次の試合、お互いに頑張ろな。」などいろいろな話をし

て交流ができて楽しかったです。 

 今回の冬のＵ－１５では、技術面、精神面ともに成長す

ることができたような気がします。先生方、５日間本当に

ありがとうございました。“ （香芝中２年 山下圭子） 

（報告：中体連 藤原） 

   No.21 

 今年は、特に寒い日が続いておりますが、この

寒いときの練習こそ、今後の飛躍につながるもの

と思います。 

 橿原神宮奉納射会もことのほか寒い日でした

が、小笠原清基若宗家の蟇目式のあと、小笠原教

場同門会の皆さんで、百手式をご奉納いただきま

した。あの寒さの中を、肌脱ぎをしての奉射には、

改めて心身の鍛練の重要性を感じました。ご参加

の皆さんありがとうございました。 

 

      奈良県弓道連盟 会長 吉本清信 
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◆百射会 １月２３日(日) 

  場所：橿原公苑弓道場、奈良市鴻池弓道場 

  参加者数：６５名 完射数： ５７名 

     橿原会場（男子）２１名、（女子）１４名 

     奈良会場（男子）１５名、（女子）１５名 

   

▽男子の部 

   優勝 山口 亮二 （奈良）  ８４中 

   ２位 新子 修平 （五条）  ８３中 

   ３位 辻本 元威 （香芝）  ８１中 

   ４位 原田 祐介 （橿原）  ７６中 

   ５位 長濱 正伸 （橿原）  ７１中 

      綿松 昭寛 （橿原）  ７１中 

▽女子の部 

   優勝 東中 千佳 （橿原）  ７１中 

   ２位 長濱 有美 （橿原）  ５９中 

   ３位 仲尾 瞳 （天理よろず）５８中 

   ４位 松村 由喜子（奈良）  ５７中 

   ５位 奥戸 由美 （郡山）  ５４中 

 

         （報告： 競技部 長濱 正伸） 

  

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◆県高等学校新人大会兼学年別弓道大会 

 

南部は２月５日土曜日、北部は６日日曜日に橿原公苑弓

道場に於いて、新人大会兼学年別弓道大会が行われた。競

技は、３人立・立射・各自４射で団体・個人戦で行われた。

その結果； 

南部 

▽１年男子  

☆団体戦 ①高田商業Ｂ ②畝傍Ｃ ③王寺工業Ａ 

☆個人戦 ①三木  理史（王寺工)②田中 智（高田商） 

③森村 亮太（橿原） 

 

▽１年女子 

☆団体戦 ①高田商業Ｄ ②五條Ａ ③高田商業Ａ 

☆個人戦 ①久内 晴加（畝傍）②喜多 玲子（畝傍） 

③中井 彩萌（高田商） 

 

▽２年男子 

☆団体戦 ①橿原Ａ ②桜井Ｂ ③高田商業Ｂ 

☆個人戦 ①中西 伸高（橿原）②西出 和真（王寺工）

     ③井村 俊博（桜井） 

 

▽２年女子 

☆団体戦 ①高田商業Ａ ②高田商業Ｂ ③五條Ｂ 

☆個人戦 ①堀川 美奈（高田商）②石橋沙也香（橿原）

③仲村  友希(高田商業) 

 

▽３年男子 

☆団体戦 ①橿原Ａ ②五條Ａ ③王寺工業Ａ 

☆個人戦 ①丸 和博（橿原）②高間 光司（橿原） 

     ③寺澤 伸太（王寺工） 

 

▽３年女子 

☆団体戦 ①榛生昇陽Ａ  ②五條Ａ ③高田商業Ｂ 

☆個人戦 ①岡島  優衣(五條) ②小路  祥美(高田商業)

③樋口  若奈(橿原) 

北部 

▽１年男子  

☆団体戦 ①法隆寺国際Ａ ②登美ケ丘Ａ ③奈良Ａ 

☆個人戦 ①由井  杏佑(法隆寺国際) ②久保  雅哉 

(平城)③平田  涼(西の京) 

 

▽１年女子 

☆団体戦 ①平城Ｅ ②西の京Ａ ③奈良Ａ 

☆個人戦 ①上良  彩乃(平城) ②山口  真優(郡山) 

③阿比留  美月(磯城野) 

 

▽２年男子 

☆団体戦 ①平城Ｃ  ②法隆寺国際Ａ ③郡山Ａ 

☆個人戦 ①横井  稜(平城) ②堀  峻太朗(奈良北) 

     ③鉄羅  健太(平城) 

 

▽２年女子 

☆団体戦 ①平城Ｅ ②平城Ｆ ③奈良Ａ 

☆個人戦 ①中田  英里(奈良大附属) ②西田  美幸 

(平城)③吉西  由佳(平城) 

 

▽３年男子 

☆団体戦 ①磯城野Ａ ②奈良高専Ａ ③西の京Ａ 

☆個人戦 ①山岡  正弥(奈良高専) ②塚本  稔弘 

(磯城野) ③吉岡  謙吾(磯城野) 

 

▽３年女子 

☆団体戦 ①磯城野Ａ 

☆個人戦 ①野村  亜未(奈良高専) ②柳川  茜 

(磯城野) ③竹中  紫保(磯城野) 

 

（報告： 高体連弓道専門部  高塚） 

 


