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《 奈良県選手結果 》
男子団体 橿原高校 予選１２射８中
（前川昂平、丸尾剛志、北林崇、荻田祐希）
女子団体 橿原高校 予選１２射６中
（松田彩花、和田真理子、岡本麻美、辨天杏果）
男子個人 上山友暉（畝傍高校） 予選４射３中
準決勝４射２中
髙橋晶太郎（平城高校）予選４射２中
女子個人 喜多明優美（五條高校）予選４射３中
準決勝４射１中
和田真理子（橿原高校）予選４射１中
（高体連：川﨑 敦子）

新年明けましておめでとうございます。
元日から寒い日が続いておりますが、新年射初め会に、
１７０名の多くの方の祝射でスタートできましたこと嬉
しく思います。
昨年は、近畿の当番がなく県内行事を見直しながらの
１年でした。新しく指導部の運営で中堅層特別講習会が
実施されました。年３回の講習で、成果もみられ来年以
降も実施していく方向です。シニア部の活動も軌道にの
り２７年度は新しい行事も企画されるようです。
中央審査、連合審査では、教士１名、六段２名、錬士
３名、五段１１名、が合格されました。おめでとうござ
◆第１９回布目１０８中射会
います。
梓弓 布目の里の 年送り
大会では、国体成年女子の近的競技２位、全国高専大
会で奈良高専が優勝、共に素晴らしい結果でした。
弓弦の音に 春をむかえん
今年は高校インターハイが吉野町で、全国高専大会が 恒例の布目道場１０８中射会は、昨年の大晦日、１０
橿原公苑弓道場で実施されます。また、隣県和歌山では、 ８中を目指し１７名の参加者が弦音を響かせました。
第７０回国民体育大会が行われます。地元開催での大会 例年、山添村の冬は厳しく、年末は雪に覆われる事も
由、運営役員、準備お手伝いご協力頂きたく思います。 珍しくありません。しかし、今年は天候に恵まれ朝から
今年も年間を通してスムーズな連盟運営に積極的な参 穏やかに晴れあがり、午前９時から一手３人立の坐射で
加の程、よろしくお願いします。
奈良県弓道連盟会長 西中 正 射会が始まりました。初めは凛と張り詰めていた射場も、
１０８中目が近付くにつれて和やかな雰囲気に変わり、
午後１２時５０分、１０８中目の的を射抜く音に 全員
◆平成２６年度第２２回近畿高等学校弓道選抜大会
が大きな拍手を送り、射会は終了しました。
日時：１１月２３日（日）
成績は次の通り：
場所：大阪城弓道場
１０８中賞
松澤 (初受賞)
参加者 個人戦 男子３６名 女子３６名
アシスト賞
(１０７中)
藤岡
団体戦 男女とも１４チーム
宮田
予 選 団体戦（３人立）は各自４射でチーム的中数 最多的中賞
総矢数数
２６９射
上位４チーム予選通過。個人戦は各自４射で
３中以上予選通過。
決 勝 団体戦は４チームによるトーナメント戦。個
人戦は射詰め競射
《 奈良県選手入賞者 》
男子団体 第３位 橿原高校
（前川昂平、丸尾剛志、北林崇、荻田祐希）
女子団体 第３位 高田商業高校
（村上沙弥、弥富舞羽、渡邉鞠子、西尾智奈津）
男子個人 第８位 上山友暉（畝傍高校）
女子個人 第２位 渡邉鞠子（高田商業高校）
◆平成２６年度第３３回全国高等学校弓道選抜大会
射会表彰式のあと、例年のようにおでんやソバを食べ
日時：１月１０日（土）～１２日（月）
ながら、吉本先生を囲んでの歓談、その後、安土の整備
場所：鹿児島県 鹿児島アリーナ
と道場の清掃を以って、午後３時にお開きになりました。
参加者 個人戦 男子９８名 女子９８名
次回は、今年の大晦日、節目の第２０回目の１０８中
団体戦 男女とも５１チーム
射会になる予定です。
（眞鍋 征史）
（右上へ）
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以下は参加生徒の感想です。
１２月６日、１３日、２０日、２７日、１月１０日の 【天理南中学校２年 木村知永】
５日間、香芝中学校、橿原中学校の弓道場および橿原公 強化練習会に参加させていただいて、入場と退場の時
苑弓道場において冬季中学強化練習会（旧Ｕ－１５強化 の姿勢や座射、手の内、型を、主に西浦先生をはじめ、
練習会）を行いました。
奈良県弓道連盟の先生方、国体強化選手の方に見ていた
各中学校から４名の選手を選出し、指導部長西浦先生 だくことができました。毎回、一番初めに座射で立をし
をはじめ、指導部の先生方、国体強化選手の方々に体配、 ました。その時に先生方が一人ひとりの悪いところをき
射技指導や弓具の取り扱いなど様々な指導をしていただ ちんと指導して下さり、弓道をする時の姿勢を一から勉
きました。中学生も普段の練習とは一味違う雰囲気を味 強することができました。
わうことができたようで、先生方の指導に対しても一生 また、自分でも一年生の時に先輩方に教えてもらったこ
懸命に応えようとしていました。
とを思い出し、それをきちんと改めて実行できたので、
今年度は寒さが厳しい日が多かったのですが、それに 自分の射を見直すとてもよい機会となりました。そして、
も関わらず中学生の為にご尽力下さいました先生方に心 射込みの時間は、悪いところをどうしたら直せるかなど
から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 を質問し、それに対して丁寧に教えていただき、勝手の
形や手の内などを意識しながら引くことができました。
だから、少しでも型がきれいになる一歩を踏み出せたと
思います。
今回、先生方から、射技だけでなく、入退場の時の大切
さなど、たくさんのことを教えていただき、これからの
練習、そして試合に生かしていきたいと思いました。ま
た、このような貴重な体験ができたことを本当によかっ
たと思うし、教えてくださった先生方に感謝しています。
（中体連：藤原 淳）
◆冬季中学強化練習会

◆平成２６年 中央審査・連合審査合格者

近畿連合審査（３月）
[五段] 天野孝雄、能島美喜子、小野温美、
岡野行光、西尾信行、佐藤峻
京都定期中央審査（５月）
[六段] 奥戸由美
京都錬士臨時中央審査（５月）
[錬士] 宮堂政子
東海臨時中央審査（５月）
[錬士] 辰巳好美
近畿連合審査（９月）
[五段] 小林宏樹、上田耕平、池田憲昭、
山下 朝慈、高橋 悟史
東京定期中央審査（１１月）
[教士] 吉本清巳
近畿臨時中央審査（１１月）
[六段] 小林保彦
[錬士] 高栁詩子
※合格時の速報としての奈弓連便りへの掲載が漏れてい
た方がありました。お詫び申し上げます （編集担当）

2002.9.17 創刊

2015.1.20 発行

通巻155号
平成27年1月号No3

奈弓連だより

◆大和神社御弓始式奉納

1 月4 日、大和神社で天下太平や五穀豊穣を祈る「御弓
始祭」が行われ、県連盟会員32 名・天理南中学校弓道部
員10 名がご奉仕しました。
新春の穏やかな天候の下、神事に続いて「蟇目の儀」
「宮司様・氏子様による奉射」「天理南中10 名の奉射」
「百々手式」と無事執行することができました。
（奈良支部：深田 紀美子）
【御弓始祭に参加して】
天理南中学校は、大和神社が校区内にあり、そのため
毎年御弓始祭に参加させていただいています。弓道部も
御弓始祭から 1 年が始まります。貴族のような衣装を着
た大人の方や地元のおじさん達と一緒に、普段とは違う
的に矢を射ました。沢山の人達が見物しているので大変
緊張しましたが、1本1 本を大切に引きました。去年、そ
の前の年に先輩方が全国大会に行ったので、自分達も行
けるように頑張りたいと思いました。
（天理南中：花田 光輝）

◆平成２７年

新年射初会（支部・地区対抗戦）
新年射初会（支部・地区対抗戦）

平成２７年１月１１日
橿原公苑弓道場
一手２回、各支部・地区上位１０名の的中合計
結果
１位 奈良支部（２７中）
２位 橿原支部
３位 天理大学
４位 郡山支部
５位 県立医大
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◆冬の百射会（橿原市弓道協会）
◆冬の百射会（橿原市弓道協会）

毎年１月３日に開催している白橿中学道場での百射会
を今年からは橿原市弓道協会行事として開催しました。
県内も場所によっては前日から雪が降るような極寒の
中、西中県連会長にも参加頂き、総勢２９名が百射を目
指し、２２名が百射完射しました。
【結果】
１位：綿松昭寛（７５中）
２位：西中正（７４中）
３位：奥田章人（６７中）
４位：東中千佳（５２中）
小野温美（５２中）
（橿原支部：衞藤博史）

編集後記
今年の干支は「未」
「未」は枝が生い茂っている木の形でまだ枝が伸
びきっていない部分を描いたもののようです。
未来・未熟・未満の未ですが、一方では成熟する
一歩手前ということで一番勢いのある状態とも言
われるようです。
そんな干支の年に弓道においても皆さん個々の目
標が成就するよう、またそのための勢いのある活
動の一年になることを祈念しております。
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