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■ 平成２３年 年間表彰
第８回全国中学生弓道大会で優秀な成績
No.30
香芝市立香芝中学 山﨑遥 辰己真有加 山本奈実
（女子団体 １位 技能優秀校）
天理市立南中学 脇田政宏 脇田政宏 岡山慎之介
（男子団体 ５位 技能優秀校）
橿原市立橿原中学校 熊木亜純
（女子個人の部 ５位）

■スポーツ指導員講習会について
（指導部）
先日、各支部へスポーツ指導員養成講習会の受講希望
者を募るご案内をいたしました。その案内には受講者規
定の説明だけで、費用等について詳しいことが書かれて
いませんでしたので、この奈弓連だよりの紙面をお借り
して改めて費用等について以下のように追加説明を申し
上げます。
（財）日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会
〈目的〉
地域スポーツクラブ等において、スポーツに初めて
出会う子ども達や初心者を対象に、競技別の専門的な
知識を活かし、個々人の年齢や性別などの対象に合わ
せた指導にあたるとともに、施設開放において利用者
の指導支援を行う者を養成する。

近畿地区臨時中央審査は、皆さんの協力のお陰で、無事
終了することが出来ました。この冬一番の寒い日でした
が、ありがとうございました。運営にあたることも、また、
貴重な経験だと思います。これから、自分が受審する時、
お世話いただく人たちへの思いも変わることでしょう。
連盟は、こうして。お互い協力し合って成り当たってお
ります。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとう
ございました。
奈良県弓道連盟 会長 吉本清信

中央審査 結果
次の方々が合格されました
おめでとうございます
教士

明瀬 憲正（奈良市）

東京 特別臨時中央審査 （１２月１８日）

錬士

白井 礼子（橿原教室）

近畿 臨時中央審査 （１２月１０日）

錬士

大西 洋亮

（郡山）

東京 特別臨時中央審査 （１２月１７日）

〈受講科目〉
○ 専門科目（40時間以上）
年（6月～12月）７日（日曜日）実施予定
○ 共通科目（通信教育による課題検定）
〈費用〉
○ 専門科目… １４，７００円
○ 共通科目… ２１，０００円
○ 4年に1回の登録料（10，000円、初回は13,000円）

◆第３０回全国高等学校弓道選抜大会 兼
第１９回近畿高等学校弓道選抜大会県予選会
（高体連 高塚）

現時点で資格が必要とされるのは、平成25年度「東 １１月１３日（日）の１次予選を勝ち抜いた女子個人３
京国体」から国体の監督は有資格者であることとされ ４名と男子個人２５名と団体男女各６校が、２０日（日）
ました。また、今後公式に指導する際や、大会や競技 に２次予選を行いました。男女個人１～６位と団体１・２
会の審判員には必要となってくる可能性があります。 位校（男子は前年度優勝校の橿原高校も）は大津市で行わ
れる近畿選抜大会への、男女個人１・２位と団体１位校は
以上の点や各支部へ案内しました受講者規定を踏ま 岐阜市で行われる、全国選抜大会への出場権を得ました。
えて各支部を通してお申し込みください。支部への案 また、本年度は３０回の記念大会ということで、男女団体
内には申し込みの締切を12月15日となっていますが、 ２位校は１月８日の近畿ブロック代表決定戦で全国選抜
＜詳細記録は次ページへ＞
年末までの申し込みに変更しますので、よろしくお願 出場を目指します。
いします。
2002.9.17 創刊
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＜前ページよりの続き＞
最終予選の結果
▽個人戦
準決勝（４射３中通過）
女子 参加者３４名 予選通過者４名
男子 参加者２５名 予選通過者８名
決勝射詰め
☆女子
①中西 珠美(五條) ②南方 由紀(高田商業)
③胡内 友花(畝傍) ④中村 希世(畝傍)
⑤髙松 愛美(高田商業) ⑥向本 愛(大宇陀)
☆男子
①福岡 良剛(高田商業) ②相原 卓弥(畝傍)
③奥田 智博(橿原) ④三木 理史(王寺工業)
⑤松倉 大基(青翔) ⑥片岡 謙人(畝傍)
▽団体戦（決勝リーグ戦）
☆女子
①高田商業 弥富･南方･髙松･前田
②五條高校 中西･福井･中町･平己
③平城高校 下村･坂根･浦･木原 ④畝傍高校 喜多･大辻･辻･胡内
⑤郡山高校 弘津･山口･小笹･合田 ⑥橿原高校 西村･久保･岡本･奥田

☆男子
①平城高校 東田･栗原･中嶋･福角
②高田商業 德永･福岡･田中･戸井
③王寺工業 三木･杉井･湊･小濱
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■第２９回 奈良女子弓道大会
（女子部
柏木 かおり）
１１月２３日（祝）奈良市弓道場
参加者：大学生・一般１０５名 高校４校 １２名
中学校 ３名
計１２０名
冷たい風と、午後からは雨が降る中での大会となりまし
た。団体戦では、的中五割をこえるチームは４チームとい
う結果でした。３チーム（１２中）で２・３位決定戦を行
い、射詰２回目で３中した橿原Ｃが２位となりました。
個人戦では、二段以下の部で１３名が予選通過。射詰６回
目で１位と２位が決定いたしました。三段以上の部では、
９名が予選通過。決勝は見応えのあるものでした。６回目
で３位が決まり、シーンと静まりかえる中、安定したすば
らしい射が続き９回目で１位が決定。「おぉ～」と感嘆の
声と拍手喝采でした。
閉会式での深田副会長のお話の中で「八節を丁寧に。そ
れが美しい弓・的中にもつながります。明日からの練習に
励んでください。」とありました。心において、実りある
練習につなげていけたらと思います。大会運営にあたり、
お世話いただいた役員の皆様に厚く御礼申しあげます。

④畝傍高校 竹岡･伊藤･相原･熊谷

⑤橿原高校 片山･小西･森村･奥田 ⑥奈良北

栗谷･栗原･服部･杉本

▽技能優秀賞
女子 中西 珠美(五條)
男子 田中 智(高田商業)
◆奈良市遠的選手権大会
(１０月２３日)

▽団体
☆男子
①斎藤顕一 中山誠一郎 中井達男チーム
②丹羽秀聡 坂口智基 栗栖久夫チーム
③武宮 誠 田宮保勝 伊藤浩チーム
☆女子
①西田 ゆり 松澤和実 揚田よう子チーム
②松村 由喜子 猪原旬子 谷村由利恵チーム
③横井千世 香川真知子 好美知恵チーム
▽個人
☆男子
①山口亮二 ②中井達男 ③丹羽秀聡
☆女子
①西田ゆり ②揚田よう子 ③横井千世
（奈良市協会 北村良文）
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優勝 橿原中学校

▽団体戦
①橿原中学校（熊木亜純・橋本優美・徳永亜希）
②橿原Ｃ（林 秀子・林万智子・境 陽子）
③奈良Ｌ（揚田よう子・猪原旬子・松村由喜子）
▽個人戦
☆二段以下の部
①古市麻里子（西の京高校）②北田 法希（帝塚山大）
③松尾江梨香（天理大）
☆三段以上の部
①白井 礼子（橿原教室） ②松村由喜子（奈良）
③林
秀子（橿原）
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