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奈弓連だより

◆第５回 全日本弓道選手権大会 奈良予選会
日 時：平成２７年 ６月 ７日（日）
場 所：橿原公苑弓道場
参加人数：【男子】３４人、【女子】２０人
大会結果：
[成年男子の部]
最高得点者： 西中 正 （五條）
１ 位 ： 赤松 順次（郡山）
２ 位 ： 西浦 範光（石打）
３ 位 ： 西中 正 （五條）
[成年女子の部]
最高得点者： 白井 礼子（錬弓会）
１ 位 ： 西田 ゆり（奈良）
２ 位 ： 小野 温美（橿原）
３ 位 ： 東中 千佳（橿原）
選考結果
全日本弓道選手権大会出場選手
[男子]
西中 正（五條）、西浦 範光（石打）
[女子]
白井 礼子（錬弓会）、松澤 和実（奈良）
（競技部：長濱 正伸）
◆第３回ならシニア元気フェスタ
第3回ならシニア元気フェスタ弓道競技が、5月16日
（土）に橿原公苑弓道場で行われました。
この大会は今年10月に山口県で行われる「ねんりんピ
ックおいでませ山口大会2015」の県代表の選考会を兼ね
ております。
競技は、昨年までの色的点数制から霞的による的中制
と変わり、昨年より参加申込者が20名以上増え、活気の
ある大会となりました。
大会結果：
【団体戦】
優勝 鈴木秀子、天野孝雄、上田耕平、
佐藤知章、松尾賢二（１６中：平均年齢による）
２位 小林英一、大井清源、岡本蔦子、千葉健一
（１６中：平均年齢による）
３位 柿原和夫、黒田荘太郎、馬場雄一、徳田四郎
（１４中）
【個人】
[男子]
優勝 松尾謙二（７中）
２位 小林英一（６中）
３位 赤松順次（５中）
（右上へ）
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[女子]
優勝 山下常子（５中）
２位 仲 佐江子（５中）
３位 河合 博子（４中）
選考結果：
ねんりんピック派遣選手
小林英一、大井清源、岡本蔦子、
千葉健一、中嶋義久
（シニア部：千葉 健一）
◆勤労者大会報告
日時：平成２７年 ５月２９日～３１日
場所：奥州市水沢弓道場
5月29日から3日間、岩手県奥州市立水沢弓道場に於き
まして第62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。公開練習において当チームは7中であり、
1次予選通過ラインと同中という結果でした。しかし、2
日目の1次予選では4中という結果になり2次予選に進む
ことはできませんでした。
今後とも本番でも練習通りにしっかりと弓が引けるよ
う稽古に励んでいきたいとおもいます。

（シャープ：菅沼 利人）

≪編集追記≫
予選結果
奈良県 シャープ弓道部 ４中（予選敗退）
奈良県 奈良県教職員 ３中（予選敗退）
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◆平成２７年度近畿地区指導者講習会
３．弓道競技規則の改定について
開催日 ： 平成27年5月23・24日
変更事項の確認等
会 場 ： 兵庫県立弓道場
４．審査規定の改定について
主任講師： 魚住一郎 範士八段
２日目。佐久間講師の巻き藁射礼、その後の射礼
講 師 ： 佐久間剛 範士八段
研修では４人の持ち的(原則の間合)一つ的（２人・
受講生 ： 36名（奈良県からは山本・野尻・藤岡・
３人・４人の場合）・立射礼を行いました。続いて、
綿松・長濱・東中の6名が参加）
質疑応答、相互研修、そして仕上げ行射を行い２日
１日目。魚住主任講師の矢渡、その後、佐久間先生の 間の講習会を終了しました。詳細は伝達講習会でお
介添講評がありました。続いて受講生による一手行射が 伝えします。
（指導部：東中 千佳）
あり、指導項目の伝達、基本体・介添・射技研修を行い
一日目が終了しました。伝達事項は以下の通り
「平成27年度指導方針」
弓道教本及び副読本に基づいた基本の徹底
「指導者の心得」
＊指導者の持つ影響力を自覚し、自身の言動の倫理
性について常に注意を払うこと。
＊指導にあたっては自ら実践躬行すること。
＊指導にあたっては弓道教本・副読本に基づき全国
的に統一された指導を行うこと。
補足：聞く人のレベルによって解釈が違ってくるの
で、指導する場合は丁寧に説明すること、また、人間
関係を築き「この人の言う事は聞いてみよう」と思わ
れるようになること。
「指導項目」
１．基本体及び射法・射技の基本
（１）歩き方の指導
＊右に方向を変える場合は左足の踵から右足がでる
＊左に方向を変える場合は右足の踵から左足がでる
補足：足だけで動くとぎこちなくなるので、腰を中心
に動くこと、すなわち身体の中心をうごかすこと。
（２）跪座及び開き足の指導
的正面から脇正面に向きを変える動作（軸は右）
は慣れているが、的正面に向きを戻す時の軸は左に
なるべきところ右を軸にして戻ってしまっているの
で注意すること。
◆第70回国民体育大会少年の部
（３）胴造りの際、弓の本弭は左膝頭におく
70回国民体育大会少年の部県
回国民体育大会少年の部県最終選考会
補足：これは弓を安定させるためである。また左ひ ６月１４日（日）橿原公苑弓道場
じで支えることにより弓と手の関係に力が要らない。 国体候補選手
（４）正しい「的のねらい」の確認
〔女子〕
補足：しっかり自分の矢尺をとってからねらいを付
遠近 さやか（西の京）、渡邉 鞠子（高田商業）、
ける。矢と肩が平行、矢が水平であることに気を付け 高谷 果歩（奈良北）、喜多 明優美（五條）
る。教本図解の《矢みち弦みち》を意識すること。正 新田 瑞穂（五條）
しく（的の中心）ねらいをつけないと、癖弓になって 〔男子〕
いく。
松田 治親（西の京）、塩田 歩世（西の京）、
２．矢羽の取り扱いについて
福岡 諒人（五條）、辻本 佳己（五條）、
対象となる羽根が国によって違うので注意するこ 北林 崇（橿原）
と。ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰ証明書は７月から必要になるので各
（高体連：川﨑 敦子）
自が早期に作成すること。
（右上へ）
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弓道競技では、１００人余りの参加者が、男女に分
かれ親睦を深めながらの競技会になりました。
高校の部が他の競技会と重なり参加が少なくなり残
念でした。
［結果］
団体 高校男子 優勝 西の京高校
大神 智也・福嶋 笙真・三石 峻太
高校女子 優勝 西の京高校
松田 悠梨乃・木原 麻里・中森 真里子
一般男子 優勝 協会 Ｂ
栗栖 久夫・中山 誠一郎・中井 達夫
二位 帝塚山大学 Ａ
福井 崇仁・三輪 航大・木下 裕哉
三位 奈良大学 Ｂ
森岡 寛・加藤 真彬・伊藤 直樹
一般女子 優勝 奈良教育大学 Ｂ
清水 瑛美・戸取 裕美・太田 あすか
二位 協会 Ｊ
長谷部 好子・松澤 和実・西田 ゆり
三位 奈良女子大学 Ａ
安井 美月・角田 侑未・神尾 実沙
個人 高校男子 優勝 福嶋 笙真 （西の京高校）
二位 大神 智也 （西の京高校）
三位 三石 峻太 （西の京高校）
高校女子 優勝 松田 悠梨乃（西の京高校）
二位 水原 麻里 （西の京高校）
三位 中森 真里子（西の京高校）
一般男子 優勝 中井 達夫 （協会 Ｄ ）
二位 木下 裕哉 （帝塚山大Ａ）
三位 栗栖 久夫 （協会 Ｄ ）
一般女子 優勝 松澤 和実 （協会 Ｊ ）
二位 安井 美月 （女子大 Ａ）
三位 奥戸 由美 （協会 Ｂ ）
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◆郡山弓道
郡山弓道大会
弓道大会
平成27年5月10日(日) やまと郡山城ホール弓道場に
おいて、第 65 回大和郡山市市民体育大会 弓道の部が開
催されました。本年は青年の部 21 名・一般の部 35 名の
計56 名の参加となりました。当日は天候に恵まれ、参加
者の皆さんも気持ち良く競技ができたのではないかと思
います。本大会は四ツ矢坐射2 回計8 射・競技の間合い・
的中制ということで、先月開催されたお城まつり弓道大
会とはまた違った緊張感の中で、各自日頃の練習の成果
を競いました。

結果は以下の通りです。
○青年の部
優勝 前田滉平（奈良高専）
二位 源 貴裕（奈良高専）
三位 山内篤嗣（奈良高専）
○一般の部
優勝 前角 博 （橿原支部）
二位 山本瑶子（郡山支部）
三位 能見哲道（奈良高専)
参加頂いた皆様の御協力によりスムーズに大会を運営
できましたことを、心より感謝申し上げます。また来年
も皆様と本大会で競い合えることを楽しみに、練習に励
みたいと思います。
（郡山支部：高橋 悟史）
◆平成2
平成 2７年度 奈良市民体育大会 弓道競技
日 時： 平成２７年 ５月１０日
主 菅： 奈良市体育協会、奈良市弓道協会
競技内容： 遠的４射 近的４射（計８射）
参加人数： 男子 ４９人 女子 ６６人
五月晴れのすがすがしいお天気のもと 奈良市鴻
の池陸上競技場及び体育館を中心に奈良市民体育大
会が開催されました。
（右上へ）
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◆平成27
平成27年度奈良県高等学校弓道選手権大会
27年度奈良県高等学校弓道選手権大会
５月３１日（日）橿原公苑弓道場
〔女子〕 近的の部 １位 井上 侑香（奈良）
２位 井口 琴恵（平城）
３位 渡邉 鞠子（高田商業）
遠的の部 １位 勝井 仁美（西の京）
２位 新田 瑞穂（五條）
３位 喜多 明優美（五條）
総合の部 １位 紺田 真央（奈良北）
２位 赤尾 音乃（西の京）
３位 井上 侑香（奈良）
〔男子〕 近的の部 １位 松田 治親（西の京）
２位 米倉 圭亮（平城）
３位 塩田 歩世（西の京）
遠的の部 １位 北林 崇（橿原）
２位 福岡 諒人（五條）
３位 宮本 祐暉（橿原）
総合の部 １位 福岡 諒人（五條）
２位 宮本 祐暉（橿原）
３位 松田 治親（西の京）
（高体連：川﨑 敦子）
◆第70回国民体育大会
70回国民体育大会成年
回国民体育大会成年の部
成年の部最終選考会
の部最終選考会
【選考結果】
[成年女子]
林 秀子、小野 温美、松澤 和実
＜補欠＞揚田 よう子
[成年男子]
奥田 章人、新子 修平、辻本 元威
＜補欠＞佐藤 聖太
（競技部：長濱 正伸）
◆平成２７年 橿原市弓道総合選手権大会
兼 県体選手選考会
日時：平成２７年 ５月１７日
場所：橿原公苑弓道場・遠的場
≪大会結果≫
[男子五段以上の部]
１位 山本元祥、２位 綿松昭寛、３位 長濱正伸
[男子四段以下の部]
１位 菅沼利人、２位 岡崎旦、３位 佐藤聖太
[女子参段以上の部]
１位 林秀子、２位 明﨑静代、３位 境陽子
[女子弐段以下の部]
１位 小西早紀、２位 逸﨑久美子、３位 石川委久子
（右上へ）
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[オープンの部]
１位 新子修平、２位 矢野有吾、３位 中井達男
≪県体選考結果≫
[男子代表]
綿松昭寛、長濱正伸、中野順平、（補欠）原田祐介
[監督] 衞藤博史
[女子代表]
長濱有美、小西早紀、小西徳子、（補欠）豊嶋倫子
[監督] 榎田 容子

（橿原支部：衞藤 博史）
編集後記
各地区の県体選手選考会の結果が届きました。
７月５日の県民体育大会での各市郡代表選手の検
討を期待しています。
また、国民体育大会の代表選手も選考されまし
た。今年は和歌山開催で地元枠の関係で近畿ブロ
ック大会も例年以上の狭き門になっていますが、
四部門すべてが本大会へ出場できるよう頑張って
下さい。
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