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会長メッセージ
暑い季節を迎える中、国体、全日本選手権、遠的選手
権、ねんりんピックと全国大会出場選手が選考されまし
た。選ばれた皆様、ご健闘期待致します。
講習会では指導部の運営で伝達講習会が実施され、多く
の支部指導者に受講していただきました。各支部への伝
達よろしくお願いします。
その他の項目に、矢羽根の違法な取引に関しての話題
が出ました。
ワシントン条約（絶滅しそうな動物の保護のための条
約）で問題視されている中に多くの弓道家が使用してい
るワシタカの羽根があります。長年、弓道家は他の鳥類
の羽根よりも丈夫で、しかも美しく道具としての魅力が
あり伝統的に珍重されてきました。「弓道には射品、射
格が求められるが、使用する道具も、それを表現する一
部であるような考え方が根強く、上級の段位者が新素材
の弓矢や安価な羽根の矢を使用することを批判する体質
が根強く残っている」との指摘があり、これから矢を購
入することについて考えさせられる課題です。違法に販
売されている疑いがある矢羽根、入手先が不明瞭な矢羽
売されている疑いがある矢羽根、入手先が不明瞭な矢羽
根に関しては購入しないように心がけてください。
奈良県弓道連盟 会長 西中正
◆平成２６年度全国高等学校総合体育大会
第５９回全国高等学校弓道大会県予選会
第６７回近畿高等学校弓道大会県予選会
■個人１次予選
５月３１日（土）橿原公苑弓道場
参加者 男子２５４名 女子２５３名
１次予選通過者 男子４８名 女子３３名
■個人団体２次予選
６月８日(日)橿原公苑弓道場
個人準決勝 ４射３中以上通過
男子１４名 女子１３名 通過
個人決勝戦 射詰競射
男子１位 生田晃樹(王寺工)､２位 川北佑輔(畝傍)
３位 生嶋真暉(橿原)､ ４位 髙尾晃平(畝傍)
５位 吉村誠矢(王寺工)､６位 南部良貴(平城)
７位 白木亮太郎(郡山)､ ８位 林佑一橿原）
９位 大川悠人(奈良北)､10 位 安達慶祐(王寺工)
女子１位 山野宏子(郡山)､ ２位 渡邉鞠子(高田商)
３位 新田瑞穂(五條)､ ４位 西谷光優稀 (平城)
５位 長村真歩(奈良北)､６位 松本渚(高田商)
７位 岡本麻美(橿原)､ ８位 入江真由香(五條)
９位 粟田晶捺(王寺工)､10 位 西岡綾子(王寺工)
(右上へ)
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■団体決勝リーグ戦
男子 １位 畝傍高校 ５勝０敗 ８１中
山田・上山・中西・川北・髙尾・木下
２位 王寺工業高校 ４勝１敗 ７３中
森村・生田・青木・岡田・吉村・米田
３位 平城高校 ３勝２敗 ６６中
吉川・杉本・竹本・前川・西原・岡本
女子 １位 橿原高校 ５勝０敗 ６５中
西川・村田・辨天・岡本・伊藤・平井
２位 五條高校 ３勝２敗 ６５中
明石・川西・喜多・入江・明石・新田
３位 高田商業高校 ３勝２敗 ６０中
弥富・松本・上田・西尾・渡邉・山下
男女とも個人１・２位と団体１位は、８月７～１０
日に東京都足立区武道館で行われる全国高校総体に
県代表として出場する。
また、個人１～１０位と団体１～３位は、７月２０
～２１日に大阪市で行われる近畿高等学校弓道大会
に出場する。
(高体連)
◆第６１回全日本勤労者
第６１回全日本勤労者弓道選手権大会
勤労者弓道選手権大会
6 月6 日から3日間、和歌山県田辺市立弓道場に於きま
して第61 回全日本勤労者弓道選手権大会が開かれ、シャ
ープ支部より 1 チーム出場させて頂きました。他都道府
県からも全国から選手団が到着し、盛大に開催されてい
ました。
初日の公開練習で立ちを組み、本番に向けて最終調整を
行いました。2日目の1 次予選では７中という結果になり
一次予選通過条件の 7 中をクリアし、２次予選に進む事
が出来ました。3 日目の2次予選では3中という結果とな
り、次の決勝トーナメントへ進む事ができませんでした。
今後ともこのような晴れの舞台でもよい成果を残せる
ように稽古に励んでいきたいとおもいます。また、今回
の勤労者大会では奈良県からも多くの役員の方々が大会
運営のためお越しいただき、たくさんの応援のお言葉も
頂きました。ありがとうございました。
（シャープ支部 菅沼利人）
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◆平成２６年度奈良県教職員弓道大会兼総会
平成２６年６月２８日（土） 於橿原公苑弓道場にて
開催しました。参加者数は１５名（男８・女７）で一手
５回を坐射にて実施。
結果は男子優勝：前川彰吾、２位：奥田章人、３位：
井戸上博一。女子優勝：小西徳子、２位：深田紀美子、
３位：榎田容子の皆さんです。
総会においては会長を西中連盟会長、全国の常務理事
に西浦先生、県の代表理事に土谷の承認を得る。会計報
告等を行い、午前中に終了。 (教職員 土谷尚敬)
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◆第２回伝達講習会報告
6 月 29 日に橿原公苑弓道場において、第 2 回伝達講習
会が行われました。5月11-12 日に行われた近畿地区指導
者講習会に参加された藤岡主任講師、綿松講師、東中講
師、他に指導部から岡本蔦子講師、吉本が講師を担当し
ました。梅雨の間の晴れ間で、天気は快晴、蒸し暑い中
での講習会でした。今回は四段，五段、支部指導者が対
象で、53 名という多くの参加がありました。
講習会は、射手藤岡講師、第一介添加藤五段、第二介
添豊嶋四段の矢渡しから始まり、伝達事項の報告の後、
一手行射を行いました。
昼食の後、今回の指導者講習会で重点項目であった、
①審査員席と退場口が並列に近いときの退場時の足さば
き、②立射の射手が混じった持ち的射礼(一つ的の間合
い)の立射の射手の動作のタイミング(甲矢：前の射手が
本座に下がり始めるときに取矢、乙矢：前の射手が本座
に下がり始めるときに弦調べ)、③前面、背面、後面から
みた正しい的付けの仕方、④開き足の習熟、⑤体型によ
る矢束の長短の考慮などを、実技を通して学びました。
入退場などは、足さばきが難しい上に基本の動作がし
っかりできていないと難しく、基本の動作の大切さを改
めて学びました。持ち的は立射の方を交えて行い、開き
足の練習も全員で相互に見合いながら行いました。午前
中の口頭の報告だけでなく実際に体を動かして実践する
ことでより深い学びとなりました。
講習会の最後は残り時間を利用して、射技研修を行い
定刻に終了しました。
私は今年度から指導部に所属して、初めて講習会を担
当させて頂きました。準備、片付けなど受講生の方が積
極的に行っていただきスムーズに運営ができました。あ
りがとうございました。今後とも各種講習会では受講生
の積極的な運営へのご協力をお願いいたします。
(指導部 吉本清巳)
◆「スポーツ指導員」資格更新講習会について
スポーツ指導員の資格（4 年）更新の期日が迫ってきて
います。特に、平成22 年度に講習会を受講した方、また、
23 年度に実技免除で資格を取得した方々は今年度中に更
会員の皆様へお願い
新の講習会を受講しなければなりません。その講習会は
11 月に開講されますが、申し込みの案内が 9 月中に郵送 8月2日(土)午前、8月9日(土)午後、8月30日(土)
されてきますので、申し込みをお忘れのないようご注意 午前の連盟練習日に、中高一貫指導を行います。そ
下さい。(もう既に受講されている方は必要ありません。) のために道場の使用が制限されますがよろしくご協
今年度は連盟で資格更新の講習会を開講する予定はあ 力のほどをお願い申し上げます。
りません。従って、11 月には必ず受講してください。
（指導部）
よろしくお願いします。
(指導部）
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◆第６５回奈良県県民体育大会
ならスポーツフェスティバル
日時：平成２６年７月６日(日)
会場：橿原公苑弓道場
参加人数：
・市郡対抗【男子】１０チーム【女子】８チーム
・公開競技【男子】１５人【女子】１８人
【熟年】11人
■大会結果
・市郡対抗（団体）
【男子】
優勝：橿原市３０中
監督：衞藤博史
選手：原田祐介、中野順平、長濱正伸
２位：五條市 ２９中
監督：西中正
選手：今西達也、中西省五、片岡晋
３位：奈良市 ２７中
監督：新司正人
選手：徳田四郎、栗栖久夫、中井達男
【女子】
優勝：奈良市 ２４中
監督：深田紀美子
選手：奥戸由美、松澤和実、平井摂子
２位：橿原市 ２２中
監督：鳥山依子
選手：小野温美、小西徳子、東中千佳
３位：生駒郡 １９中
監督：羽田幹枝
選手：安住奈津子、林美佳、羽田幹枝
・市郡対抗（個人）
【男子】
優勝：辻本元威（香芝市）１５中
２位：長濱正伸（橿原市）１３中
３位：今西達也（五條市）１２中
【女子】
優勝：奥戸由美（奈良市）１１中（射詰競射）
２位：明崎静代（桜井市）１１中（射詰競射）
３位：小野温美（橿原市）１０中
・公開競技
【成年男子】
優勝：吉田誠宏（天理支部）９中
２位：太田和宏（シャープ支部）８中
３位：伊坂隆行（シャープ支部）７中
(右上へ)
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【成年女子】
優勝：山内雅美（奈良支部）５中
２位：名手良子（奈良支部）４中
３位：堀内亜沙子（郡山支部）３中（遠近競射）
【熟年】
優勝：竹村邦夫（橿原支部）８中（射詰競射）
２位：岡本ハツ子（奈良支部）８中（射詰競射）
３位：河合博子（奈良支部）８中（射詰競射）
(競技部)

◆第２０回布目弓道大会報告
平成２６年６月１４日（土）布目弓道場 英明館に於
いて、第２０回布目弓道大会が開催されました。
毎年この大会には県連各支部および他府県の弓道愛好
家が大勢参加されます。今年も昨年度よりも多くの参加
者（１０８名）がありました。この大会の特色は弓道教
室の部は大的の得点制、一般の部は一手２回の的中数の
競技と射技の採点制で競われます。
梅雨時に開かれる布目弓道大会は毎年天候が心配され
る大会ですが、今年の大会は前日の準備の時と打って変
わり青空の良い天候に恵まれました。開会式挨拶で吉本
先生より「第２０回の節目の記念大会になりますので参
加者全員で記念写真撮る旨の話、多数の参加者の為、本
年４月より改正された競技規則に基き動作の遅い人は射
技の減点対象にする話、射技の採点制で７５点以上が現
在の段位の上の基準になるので各自の昇段審査を受ける
に当たり自己修練の参考にとの話がありました。」
その後、吉本範士九段の矢渡し、一ッ的立射礼が、西
中教士七段、阪中教士六段、西浦教士七段の３名の演武
で競技が開始されました。凛とした射場雰囲気の中、各
自一射集中、的を見つめ気迫のこもった射が多く見られ
ました。
(次ページへ)
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今年記憶に残った射技は天理大学所属の参加者が技能
優秀賞上位１０人の中に５名が入る程、印象に残る行射
をされていました。
また、午前の弓道教室の部では参加者全員が日頃の練
習の成果を発揮され、次の表示結果通りです。
一般の部では今年初めて称号者は一手だけ全日本選手
権基準で採点を受け、今後の修練の参考指針にしたいと
思いました。
競技の結果は４射皆中者は２名で、射詰の結果、檜尾
涼（天理大学）さんが優勝し、２位奥田さん、３位は最
後１１人による遠近競射で新子さんが入賞しました。
競技終了後は全員で片付をし、表彰式と毎年恒例なっ
た茶話会、そして抽選でお土産をもらえた人、来年に期
待する人等今年も布目弓道大会が無事終了致しました。
(右上へ)

■大会結果
【技能優秀の部】
技能最優秀賞 岩下 晴奈(天理大学)
技能優秀賞 檜尾 涼(天理大学)
技能優秀賞 谷藤 実希(天理大学)
【一般の部】
優勝:檜尾 涼
二位:奥田 章人
三位:新子 修平
【弓道教室の部】
優勝:井窪 芽衣
二位:中窪 祐佳
三位:田中 弥佳
（小林 保彦）

訂正とお詫び
先月(６月)の中学生錬成大会成績で、団体戦男子
１位香芝Ａのメンバー「佐・」と文字化けしていた
のは「佐瀬」、同じく団体女子１位香芝Ａのメンバ
ー「森岡」は「森田」の誤りでした。
訂正して、お詫び申し上げます。

編集後記
先月掲載できなかった記事を含め、今月は多数の
投稿を頂きました。ありがとうございます。
弓道に関するものであれば、行事や連絡事項に限
らず、掲載していきたいと思いますので、積極的な
投稿をお待ちしております。
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