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 今年度、奈良県立青翔中学校が開校、武道必修科目に

弓道を選択されました。全国で

めて実施されることになりました。日弓連からは弓具を

寄贈され、

行われ、日弓連から吉本副会長と事務局、県連から西中

と阪中理事長が参加しました。

初年度生徒数

力を仰ぎ、中学生弓道部としての活躍を期待します。

連盟でも、できる限りの協力を惜しまないでしょう。

個々の皆様の応援の程もよろしくお願いします。
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今年度、奈良県立青翔中学校が開校、武道必修科目に

弓道を選択されました。全国で

めて実施されることになりました。日弓連からは弓具を

寄贈され、9月1

行われ、日弓連から吉本副会長と事務局、県連から西中

と阪中理事長が参加しました。
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力を仰ぎ、中学生弓道部としての活躍を期待します。

連盟でも、できる限りの協力を惜しまないでしょう。

個々の皆様の応援の程もよろしくお願いします。
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今年度、奈良県立青翔中学校が開校、武道必修科目に

弓道を選択されました。全国で

めて実施されることになりました。日弓連からは弓具を

1日、青翔中学校、高校において贈呈式が

行われ、日弓連から吉本副会長と事務局、県連から西中

と阪中理事長が参加しました。

初年度生徒数40名からの始動乍ら、高等科弓道部の協

力を仰ぎ、中学生弓道部としての活躍を期待します。

連盟でも、できる限りの協力を惜しまないでしょう。

個々の皆様の応援の程もよろしくお願いします。
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会長メッセージ会長メッセージ会長メッセージ会長メッセージ    

今年度、奈良県立青翔中学校が開校、武道必修科目に

弓道を選択されました。全国で13校目、奈良県内では初

めて実施されることになりました。日弓連からは弓具を

日、青翔中学校、高校において贈呈式が

行われ、日弓連から吉本副会長と事務局、県連から西中

と阪中理事長が参加しました。 

名からの始動乍ら、高等科弓道部の協

力を仰ぎ、中学生弓道部としての活躍を期待します。

連盟でも、できる限りの協力を惜しまないでしょう。

個々の皆様の応援の程もよろしくお願いします。

奈良県弓道連盟 会長

弽と弓 

 

記念撮影 

(写真提供：阪中理事長
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今年度、奈良県立青翔中学校が開校、武道必修科目に

校目、奈良県内では初

めて実施されることになりました。日弓連からは弓具を

日、青翔中学校、高校において贈呈式が

行われ、日弓連から吉本副会長と事務局、県連から西中

名からの始動乍ら、高等科弓道部の協

力を仰ぎ、中学生弓道部としての活躍を期待します。

連盟でも、できる限りの協力を惜しまないでしょう。

個々の皆様の応援の程もよろしくお願いします。 

会長  西中

写真提供：阪中理事長

                  

奈弓連だより奈弓連だより奈弓連だより奈弓連だより

今年度、奈良県立青翔中学校が開校、武道必修科目に

校目、奈良県内では初

めて実施されることになりました。日弓連からは弓具を

日、青翔中学校、高校において贈呈式が

行われ、日弓連から吉本副会長と事務局、県連から西中

名からの始動乍ら、高等科弓道部の協

力を仰ぎ、中学生弓道部としての活躍を期待します。 

連盟でも、できる限りの協力を惜しまないでしょう。 

西中 正 
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◆◆◆◆中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて

 8月

の4

日は台風の影響で中止となり、実質

ってしまいました。また、

あり、国体の強化練習や一般の方の練習に随分ご迷惑を

おかけし、練習の妨げになったことと思います。改めて

お詫び申し上げ、そして感謝申し上げます。ありがとう

ございました。

 今年度は高校からも多くの生徒が参加し（中学生

高校生

ないかと思います。冒頭の挨拶の中

てください。」と言ったことがきっかけで、

目は質問攻めに遭いました。全ての質問に答えようとし

たので、講習会が終わってからもしばらく解放してくれ

ませんでした。しかし、それだけ熱心に弓道に取り組ん

でいることに喜びを感じました。中学生は冬の

練習会でまた会うことになると思います。さらに成長し

た姿を楽しみにしたいと思います。高校生も審査や競技

会で会うこともあると思います。同じように成長してい

ることを期待します。

 課題は、日程の調整です。中体連・高体連とも夏期休

業中でも競技がか

という日数を組むことができませんでした。さらに、道

場の使用可能な枠はほとんどなく、希望する日が取れま

せんでした。来年度は前もって年間予定に入れてもらう

ようにしたいと考えています。

 指導部の皆さん、暑い中指導していただきありがとう

ございました。

 

 

 

知らせです。今月（

度スポーツ指導者研修会」の案内が各個人に届くと

思います。資格の更新には欠かせない講習会ですの

で、必ず受講するようにしてください。受講申し込

みは、各自で申し込みをしてください。講習会は１

１月に実施される予定です。

回更新をすべき人をメールで送ります。それぞれの

方へのご連絡よろしくお願いします。
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中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて

月1日（金），

4回にわたり中高一貫指導を行いました。残念ながら

日は台風の影響で中止となり、実質

ってしまいました。また、

あり、国体の強化練習や一般の方の練習に随分ご迷惑を

おかけし、練習の妨げになったことと思います。改めて

お詫び申し上げ、そして感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

今年度は高校からも多くの生徒が参加し（中学生

高校生11名）、中学生にとって良い刺激になったのでは

ないかと思います。冒頭の挨拶の中

てください。」と言ったことがきっかけで、

目は質問攻めに遭いました。全ての質問に答えようとし

たので、講習会が終わってからもしばらく解放してくれ

ませんでした。しかし、それだけ熱心に弓道に取り組ん

でいることに喜びを感じました。中学生は冬の

練習会でまた会うことになると思います。さらに成長し

た姿を楽しみにしたいと思います。高校生も審査や競技

会で会うこともあると思います。同じように成長してい

ることを期待します。

課題は、日程の調整です。中体連・高体連とも夏期休

業中でも競技がか

という日数を組むことができませんでした。さらに、道

場の使用可能な枠はほとんどなく、希望する日が取れま

せんでした。来年度は前もって年間予定に入れてもらう

ようにしたいと考えています。

指導部の皆さん、暑い中指導していただきありがとう

ございました。       

スポーツ指導員の資格を有しておられる方へのお

知らせです。今月（

度スポーツ指導者研修会」の案内が各個人に届くと

思います。資格の更新には欠かせない講習会ですの

で、必ず受講するようにしてください。受講申し込

みは、各自で申し込みをしてください。講習会は１

１月に実施される予定です。

また、各支部の会長さんもしくは理事長さんへ今

回更新をすべき人をメールで送ります。それぞれの

方へのご連絡よろしくお願いします。

                  

中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて中高一貫指導を終えて 

日（金），2日（土），

回にわたり中高一貫指導を行いました。残念ながら

日は台風の影響で中止となり、実質

ってしまいました。また、2 日と

あり、国体の強化練習や一般の方の練習に随分ご迷惑を

おかけし、練習の妨げになったことと思います。改めて

お詫び申し上げ、そして感謝申し上げます。ありがとう

 

今年度は高校からも多くの生徒が参加し（中学生

名）、中学生にとって良い刺激になったのでは

ないかと思います。冒頭の挨拶の中

てください。」と言ったことがきっかけで、

目は質問攻めに遭いました。全ての質問に答えようとし

たので、講習会が終わってからもしばらく解放してくれ

ませんでした。しかし、それだけ熱心に弓道に取り組ん

でいることに喜びを感じました。中学生は冬の

練習会でまた会うことになると思います。さらに成長し

た姿を楽しみにしたいと思います。高校生も審査や競技

会で会うこともあると思います。同じように成長してい

ることを期待します。 

課題は、日程の調整です。中体連・高体連とも夏期休

業中でも競技がかなり入っており、最初の予定の

という日数を組むことができませんでした。さらに、道

場の使用可能な枠はほとんどなく、希望する日が取れま

せんでした。来年度は前もって年間予定に入れてもらう

ようにしたいと考えています。

指導部の皆さん、暑い中指導していただきありがとう

       

指導部からのお知らせ指導部からのお知らせ指導部からのお知らせ指導部からのお知らせ

スポーツ指導員の資格を有しておられる方へのお

知らせです。今月（9月）中に県体協より「平成

度スポーツ指導者研修会」の案内が各個人に届くと

思います。資格の更新には欠かせない講習会ですの

で、必ず受講するようにしてください。受講申し込

みは、各自で申し込みをしてください。講習会は１

１月に実施される予定です。

また、各支部の会長さんもしくは理事長さんへ今

回更新をすべき人をメールで送ります。それぞれの

方へのご連絡よろしくお願いします。
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日（土），9日（土），

回にわたり中高一貫指導を行いました。残念ながら

日は台風の影響で中止となり、実質 3 日間の講習会にな

2 日と 30 日は連盟練習日でも

あり、国体の強化練習や一般の方の練習に随分ご迷惑を

おかけし、練習の妨げになったことと思います。改めて

お詫び申し上げ、そして感謝申し上げます。ありがとう

今年度は高校からも多くの生徒が参加し（中学生

名）、中学生にとって良い刺激になったのでは

ないかと思います。冒頭の挨拶の中で、「何でも質問し

てください。」と言ったことがきっかけで、

目は質問攻めに遭いました。全ての質問に答えようとし

たので、講習会が終わってからもしばらく解放してくれ

ませんでした。しかし、それだけ熱心に弓道に取り組ん

でいることに喜びを感じました。中学生は冬の

練習会でまた会うことになると思います。さらに成長し

た姿を楽しみにしたいと思います。高校生も審査や競技

会で会うこともあると思います。同じように成長してい

課題は、日程の調整です。中体連・高体連とも夏期休

なり入っており、最初の予定の

という日数を組むことができませんでした。さらに、道

場の使用可能な枠はほとんどなく、希望する日が取れま

せんでした。来年度は前もって年間予定に入れてもらう

ようにしたいと考えています。 

指導部の皆さん、暑い中指導していただきありがとう

       （指導部：西浦範光）

指導部からのお知らせ指導部からのお知らせ指導部からのお知らせ指導部からのお知らせ    

スポーツ指導員の資格を有しておられる方へのお

月）中に県体協より「平成

度スポーツ指導者研修会」の案内が各個人に届くと

思います。資格の更新には欠かせない講習会ですの

で、必ず受講するようにしてください。受講申し込

みは、各自で申し込みをしてください。講習会は１

１月に実施される予定です。 

また、各支部の会長さんもしくは理事長さんへ今

回更新をすべき人をメールで送ります。それぞれの

方へのご連絡よろしくお願いします。 

奈良県弓道連盟

会長 西中

 担当 土谷尚敬

      衞藤博史

20発行 

日（土），30日（土）

回にわたり中高一貫指導を行いました。残念ながら

日間の講習会にな

日は連盟練習日でも

あり、国体の強化練習や一般の方の練習に随分ご迷惑を

おかけし、練習の妨げになったことと思います。改めて

お詫び申し上げ、そして感謝申し上げます。ありがとう

今年度は高校からも多くの生徒が参加し（中学生20

名）、中学生にとって良い刺激になったのでは

で、「何でも質問し

てください。」と言ったことがきっかけで、2日目、

目は質問攻めに遭いました。全ての質問に答えようとし

たので、講習会が終わってからもしばらく解放してくれ

ませんでした。しかし、それだけ熱心に弓道に取り組ん

でいることに喜びを感じました。中学生は冬の U-15強化

練習会でまた会うことになると思います。さらに成長し

た姿を楽しみにしたいと思います。高校生も審査や競技

会で会うこともあると思います。同じように成長してい

課題は、日程の調整です。中体連・高体連とも夏期休

なり入っており、最初の予定の 5 日間

という日数を組むことができませんでした。さらに、道

場の使用可能な枠はほとんどなく、希望する日が取れま

せんでした。来年度は前もって年間予定に入れてもらう

指導部の皆さん、暑い中指導していただきありがとう

（指導部：西浦範光）

    

スポーツ指導員の資格を有しておられる方へのお

月）中に県体協より「平成26年

度スポーツ指導者研修会」の案内が各個人に届くと

思います。資格の更新には欠かせない講習会ですの

で、必ず受講するようにしてください。受講申し込

みは、各自で申し込みをしてください。講習会は１

また、各支部の会長さんもしくは理事長さんへ今

回更新をすべき人をメールで送ります。それぞれの

 

奈良県弓道連盟 

西中 正 

土谷尚敬 

衞藤博史 

日（土）

回にわたり中高一貫指導を行いました。残念ながら9

日間の講習会にな

日は連盟練習日でも

あり、国体の強化練習や一般の方の練習に随分ご迷惑を

おかけし、練習の妨げになったことと思います。改めて

お詫び申し上げ、そして感謝申し上げます。ありがとう

20名、

名）、中学生にとって良い刺激になったのでは

で、「何でも質問し

日目、3日

目は質問攻めに遭いました。全ての質問に答えようとし

たので、講習会が終わってからもしばらく解放してくれ

ませんでした。しかし、それだけ熱心に弓道に取り組ん

強化

練習会でまた会うことになると思います。さらに成長し

た姿を楽しみにしたいと思います。高校生も審査や競技

会で会うこともあると思います。同じように成長してい

課題は、日程の調整です。中体連・高体連とも夏期休

日間

という日数を組むことができませんでした。さらに、道

場の使用可能な枠はほとんどなく、希望する日が取れま

せんでした。来年度は前もって年間予定に入れてもらう

指導部の皆さん、暑い中指導していただきありがとう

（指導部：西浦範光） 

スポーツ指導員の資格を有しておられる方へのお

年

度スポーツ指導者研修会」の案内が各個人に届くと

思います。資格の更新には欠かせない講習会ですの

で、必ず受講するようにしてください。受講申し込

みは、各自で申し込みをしてください。講習会は１

また、各支部の会長さんもしくは理事長さんへ今

回更新をすべき人をメールで送ります。それぞれの
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◆◆◆◆第一回全国高等専門学校弓道大会第一回全国高等専門学校弓道大会第一回全国高等専門学校弓道大会第一回全国高等専門学校弓道大会

 この度、高専における弓道大会として初めて地区大会

を経ての全国大会が実施されました。奈良高専は、

日に兵庫県立弓道場にて行われた第

道大会において男子団体の

熊本市植木弓道場にて行われた標記本戦に近畿地区代表

として駒を進めて、結果、全国優勝となりました。

【結果】

＜

 本校部員に対して日頃よりご指導いただいております

奈弓連、高体連の諸先生方、コーチとしてご指導いただ

いております青木翼先生はじめ郡山市弓道協会の先生方

の懇切なるご指導の賜物と、紙面をお借りし、部員・顧

問教員一同深く感謝申し上げます。なお、次年度

第二回の全国大会は奈良高専が主管となって実施させて

いただきます。高専弓道部に対しての引き続きのご高配

のほどいただけますと幸甚です。

 

◆国民体育大会近畿ブロック予選◆国民体育大会近畿ブロック予選◆国民体育大会近畿ブロック予選◆国民体育大会近畿ブロック予選

 ８月２４日（日）に滋賀県立武道館にて近畿ブロッ

大会が開催されました。

結果とし

ができました。男子は

いを継続することができず、残念な結果に終わりました。

１０月１３日（月）から開催される長崎国体に向け残

り１ヶ月を切りましたが、女子チームは入賞を目指して

強化練習に励んでいます。男子チームについても、近畿

ブロックを通過できなかったからといって、そこで強化

練習が終わりという訳ではありません。本国体直前まで

男女共に練習をし、「チーム奈良県」として最後まで一丸

となって練習をしていきます。
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この度、高専における弓道大会として初めて地区大会

を経ての全国大会が実施されました。奈良高専は、

日に兵庫県立弓道場にて行われた第

道大会において男子団体の

熊本市植木弓道場にて行われた標記本戦に近畿地区代表

として駒を進めて、結果、全国優勝となりました。

【結果】 

＜男子団体の部

優勝 奈良高専

能見哲道

山内篤嗣

本校部員に対して日頃よりご指導いただいております

奈弓連、高体連の諸先生方、コーチとしてご指導いただ

いております青木翼先生はじめ郡山市弓道協会の先生方

の懇切なるご指導の賜物と、紙面をお借りし、部員・顧

問教員一同深く感謝申し上げます。なお、次年度

第二回の全国大会は奈良高専が主管となって実施させて

いただきます。高専弓道部に対しての引き続きのご高配

のほどいただけますと幸甚です。
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８月２４日（日）に滋賀県立武道館にて近畿ブロッ

大会が開催されました。

結果としては、女子が長崎国体の切符を手に入れること

ができました。男子は

いを継続することができず、残念な結果に終わりました。

１０月１３日（月）から開催される長崎国体に向け残

り１ヶ月を切りましたが、女子チームは入賞を目指して

強化練習に励んでいます。男子チームについても、近畿

ブロックを通過できなかったからといって、そこで強化

練習が終わりという訳ではありません。本国体直前まで

男女共に練習をし、「チーム奈良県」として最後まで一丸

となって練習をしていきます。
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この度、高専における弓道大会として初めて地区大会

を経ての全国大会が実施されました。奈良高専は、

日に兵庫県立弓道場にて行われた第

道大会において男子団体の部で優勝し、

熊本市植木弓道場にて行われた標記本戦に近畿地区代表

として駒を進めて、結果、全国優勝となりました。

男子団体の部＞ 

奈良高専 

能見哲道(4年)、青木

山内篤嗣(3年)、池田裕一

本校部員に対して日頃よりご指導いただいております

奈弓連、高体連の諸先生方、コーチとしてご指導いただ

いております青木翼先生はじめ郡山市弓道協会の先生方

の懇切なるご指導の賜物と、紙面をお借りし、部員・顧

問教員一同深く感謝申し上げます。なお、次年度

第二回の全国大会は奈良高専が主管となって実施させて

いただきます。高専弓道部に対しての引き続きのご高配

のほどいただけますと幸甚です。

(奈良高専弓道部顧問：谷口幸典
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８月２４日（日）に滋賀県立武道館にて近畿ブロッ

大会が開催されました。 

ては、女子が長崎国体の切符を手に入れること

ができました。男子は昨年の東京国体遠的４位入賞の勢

いを継続することができず、残念な結果に終わりました。

１０月１３日（月）から開催される長崎国体に向け残

り１ヶ月を切りましたが、女子チームは入賞を目指して

強化練習に励んでいます。男子チームについても、近畿

ブロックを通過できなかったからといって、そこで強化

練習が終わりという訳ではありません。本国体直前まで

男女共に練習をし、「チーム奈良県」として最後まで一丸

となって練習をしていきます。
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この度、高専における弓道大会として初めて地区大会

を経ての全国大会が実施されました。奈良高専は、

日に兵庫県立弓道場にて行われた第47回近畿地区高専弓

部で優勝し、

熊本市植木弓道場にて行われた標記本戦に近畿地区代表

として駒を進めて、結果、全国優勝となりました。

、青木 迅 (1年)、横川浩平

、池田裕一(4年) 

本校部員に対して日頃よりご指導いただいております

奈弓連、高体連の諸先生方、コーチとしてご指導いただ

いております青木翼先生はじめ郡山市弓道協会の先生方

の懇切なるご指導の賜物と、紙面をお借りし、部員・顧

問教員一同深く感謝申し上げます。なお、次年度

第二回の全国大会は奈良高専が主管となって実施させて

いただきます。高専弓道部に対しての引き続きのご高配

のほどいただけますと幸甚です。 

奈良高専弓道部顧問：谷口幸典
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８月２４日（日）に滋賀県立武道館にて近畿ブロッ

ては、女子が長崎国体の切符を手に入れること

昨年の東京国体遠的４位入賞の勢

いを継続することができず、残念な結果に終わりました。

１０月１３日（月）から開催される長崎国体に向け残

り１ヶ月を切りましたが、女子チームは入賞を目指して

強化練習に励んでいます。男子チームについても、近畿

ブロックを通過できなかったからといって、そこで強化

練習が終わりという訳ではありません。本国体直前まで

男女共に練習をし、「チーム奈良県」として最後まで一丸

となって練習をしていきます。       
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この度、高専における弓道大会として初めて地区大会

を経ての全国大会が実施されました。奈良高専は、7

回近畿地区高専弓

部で優勝し、8月25日～26

熊本市植木弓道場にて行われた標記本戦に近畿地区代表

として駒を進めて、結果、全国優勝となりました。 
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奈弓連、高体連の諸先生方、コーチとしてご指導いただ

いております青木翼先生はじめ郡山市弓道協会の先生方

の懇切なるご指導の賜物と、紙面をお借りし、部員・顧

問教員一同深く感謝申し上げます。なお、次年度H27年度、

第二回の全国大会は奈良高専が主管となって実施させて

いただきます。高専弓道部に対しての引き続きのご高配

奈良高専弓道部顧問：谷口幸典
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ては、女子が長崎国体の切符を手に入れること

昨年の東京国体遠的４位入賞の勢

いを継続することができず、残念な結果に終わりました。

１０月１３日（月）から開催される長崎国体に向け残

り１ヶ月を切りましたが、女子チームは入賞を目指して

強化練習に励んでいます。男子チームについても、近畿

ブロックを通過できなかったからといって、そこで強化

練習が終わりという訳ではありません。本国体直前まで

男女共に練習をし、「チーム奈良県」として最後まで一丸
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奈弓連、高体連の諸先生方、コーチとしてご指導いただ

いております青木翼先生はじめ郡山市弓道協会の先生方

の懇切なるご指導の賜物と、紙面をお借りし、部員・顧

年度、

第二回の全国大会は奈良高専が主管となって実施させて

いただきます。高専弓道部に対しての引き続きのご高配

奈良高専弓道部顧問：谷口幸典) 

８月２４日（日）に滋賀県立武道館にて近畿ブロック

ては、女子が長崎国体の切符を手に入れること

昨年の東京国体遠的４位入賞の勢

いを継続することができず、残念な結果に終わりました。 

１０月１３日（月）から開催される長崎国体に向け残

り１ヶ月を切りましたが、女子チームは入賞を目指して

強化練習に励んでいます。男子チームについても、近畿

ブロックを通過できなかったからといって、そこで強化

練習が終わりという訳ではありません。本国体直前まで

男女共に練習をし、「チーム奈良県」として最後まで一丸
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最後になりましたが、大津市まで応援のために足を運

んで頂いた皆様、本当にありがとうございました。先日

行われた壮行射会でも、多くの激励を頂きました。長崎

での結果という形で

選手３名悔いのない射をしてきてくれると思いますの

で、応援よろしくお願い致します。

【結果】

 少年男子

  

  

  

 少年女子

  

  

  

 成年女子

  

  

  

 成年男子

  

  

  

                  

奈弓連だより奈弓連だより奈弓連だより奈弓連だより

最後になりましたが、大津市まで応援のために足を運

んで頂いた皆様、本当にありがとうございました。先日

行われた壮行射会でも、多くの激励を頂きました。長崎

での結果という形で

選手３名悔いのない射をしてきてくれると思いますの

で、応援よろしくお願い致します。

【結果】 

少年男子 

  塩田 歩世、岡田

  藤本 大地、西川

  総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場

少年女子 

  遠近 さやか、明石

  弥冨 舞羽、渡邉

  総合４位（遠的５位、近的２位タイ）

成年女子 

  林 秀子、小野

  松澤 和実、（監督）白井

  総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場

成年男子 

  新子 修平、辻本

  原田 祐介、（監督）山本

  総合６位（遠的４位、近的６位）

                  

最後になりましたが、大津市まで応援のために足を運

んで頂いた皆様、本当にありがとうございました。先日

行われた壮行射会でも、多くの激励を頂きました。長崎

での結果という形でお返しできれば一番良いのですが、

選手３名悔いのない射をしてきてくれると思いますの

で、応援よろしくお願い致します。

歩世、岡田 祐来、生田

大地、西川 晃弘、（監督）澤

総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場

さやか、明石 恵実、明石

舞羽、渡邉 鞠子、（監督）川﨑

総合４位（遠的５位、近的２位タイ）

秀子、小野 温美、奥戸

和実、（監督）白井

総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場

修平、辻本 元威、長濱

祐介、（監督）山本

総合６位（遠的４位、近的６位）

少年男子チーム

 

成年女子チーム
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最後になりましたが、大津市まで応援のために足を運

んで頂いた皆様、本当にありがとうございました。先日

行われた壮行射会でも、多くの激励を頂きました。長崎

できれば一番良いのですが、

選手３名悔いのない射をしてきてくれると思いますの

で、応援よろしくお願い致します。 

祐来、生田 晃樹、

晃弘、（監督）澤

総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場

恵実、明石 実彩

鞠子、（監督）川﨑

総合４位（遠的５位、近的２位タイ）

温美、奥戸 由美、

和実、（監督）白井 礼子 

総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場

元威、長濱 正伸、

祐介、（監督）山本 元祥 

総合６位（遠的４位、近的６位） 

少年男子チーム 

 

成年女子チーム 

奈良県弓道連盟

会長 西中

 担当 土谷尚敬

      衞藤博史
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最後になりましたが、大津市まで応援のために足を運

んで頂いた皆様、本当にありがとうございました。先日

行われた壮行射会でも、多くの激励を頂きました。長崎

できれば一番良いのですが、

選手３名悔いのない射をしてきてくれると思いますの

晃樹、 

晃弘、（監督）澤 一彦 

総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場総合２位（遠的５位、近的２位）本選出場    

実彩子、 

鞠子、（監督）川﨑 敦子 

総合４位（遠的５位、近的２位タイ） 

、 

総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場総合２位（遠的３位、近的２位）本選出場    

正伸、 
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西中 正 

土谷尚敬 
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最後になりましたが、大津市まで応援のために足を運

んで頂いた皆様、本当にありがとうございました。先日

行われた壮行射会でも、多くの激励を頂きました。長崎

できれば一番良いのですが、

選手３名悔いのない射をしてきてくれると思いますの
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8

日は、

ことに気温もそんなに上がらず、無事終えることができ

ました。結果は以下の通りです。

【結果】

級位

 初段

 弐段

 参段

 四段

    

合格された皆さんおめでとうございます。

なお、審査員からは以下のような意見が出ていました。

練習の際に参考にしてください。

【審査員コメント】

●執弓の姿勢がバラバラであった。

●打ち起こしが真っすぐに上がらない。

●失の処理に時間がかかりすぎる。

 

 

訂正訂正訂正訂正

 

の部の入賞者の氏名に間違いがありました。

お詫びして訂正いたします。

＜個人戦＞
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8月31日橿原公園弓道場にて審査会を開催しました。当

日は、200名を超える受審者数ではありましたが、幸いな

ことに気温もそんなに上がらず、無事終えることができ

ました。結果は以下の通りです。

【結果】 

級位 受審者

初段 受審者１３４名

弐段 受審者

参段 受審者

四段 受審者

    合格者

合格された皆さんおめでとうございます。

なお、審査員からは以下のような意見が出ていました。

練習の際に参考にしてください。

【審査員コメント】

●執弓の姿勢がバラバラであった。

●打ち起こしが真っすぐに上がらない。
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