
 

■ 有段者伝達講習会 
  7月6日万博記念公園弓道場において平成20年 

度の「有段者伝達講習会」が参加者54名という 

多数の参加を得て開催された。 

 弓道教本・副読本等の基本に則り動作・行射 

をする事がテーマであり、懇切丁寧な講習であっ 

た。 

 ①四つ矢の捌き方・・・簡略法の制定 

   ②襷さばきに入る前の動作について 

   ③執弓の姿勢・入退場・道場内の歩き方 

  最後に主任講師の下田先生から日頃から教本や 

射法八節図解・副読本と自分の動作・行射がどう 

なのかを比較し反省して戴きたいと挨拶があり 

盛会の内に無事に終講した。 

 

 

主任講師 下田隆司教士 

講  師 松丸洋子教士 

     高辻照生教士 

砂口勝紀教士 

     舩津卓三錬士 

←(簡略法の四つ矢捌き) 

 

■ 都市間交流スポーツ大会 

   7月13日京都市武道センター弓道場に於いて 

   第5回都市間交流スポーツ大会が開催された。 

男女共に3名1チームとし、横浜市・名古屋市・ 

   京都市・大阪市・神戸市の各都市間総当りによっ 

て行われた。 大阪市男子チームは4勝0敗と圧 

倒的な強さを発揮して優勝。 女子チームは3勝

1敗と勝率で京都市・神戸市と並んだものの的中

数に於いて他を寄せ付けず優勝した。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

菊田幸志(加支多) 山崎雅也(堺) 樹下恵子(万博) 岡本真智子(住吉) 

國本 健(堺) 監督 渡辺典行 清水雅子(真和) 

 

 

■ 全日本弓道選手権大会近畿選手選考会 

  7月20日京都市武道センター弓道場において 

  全日近畿地区代表選手選考会が行われた。 

   近畿6府県から男女各17名が参加した。 

  1次選考で男女共5名の選手が残り、2次選考 

で次の通り男女各3名の選手が選出された。 

【男子】 

  大 阪  野中秀治  教士七段  

京 都  澤端春雄  教士六段 

和歌山  田中克彦  教士七段 

   【女子】 

     滋 賀  小水ともみ 錬士五段 

     京 都  本田富裕子 教士六段 

     和歌山  川村  香 錬士六段 

 

■ 第20回大阪府民体育大会 

(兼)第27回大阪府選手権大会 

 7月21日万博記念公園弓道場に於いて「第20回 

 大阪府民大会（兼）第27回大阪府選手権大会」 

 が開催され、参加184名の多数に及ぶ大会となっ 

た。 

☆第20回大阪府民体育大会結果 

【男子】 

  優勝 加支多Ｂ 菊田幸志・安部正悟・中尾邦廣 

  二位 高槻 Ｅ  田中淳治・坂井輝彦・木村誠一 

   三位 岸和田Ｂ 渡士定次・坂 文宏・中筋由彦 

 

 【女子】 

  優勝 都市間  岡本真智子・清水雅子・樹下恵子 

  二位 枚方 Ｃ  西内郁代  ・原利恵子・大村玲子 

  三位 万博 Ｃ  小西充子・奥田美千代・甲斐昭子 

 

  ・男子優勝チーム 加支多 Ｂ 

  

左から 

 菊田幸志選手 

 安部正悟選手 

 中尾邦廣選手 

  

  ・女子優勝チーム 都市間交流大会メンバー 

 

左から 

 清水雅子選手 

 樹下恵子選手 

 岡本真智子選手 
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☆第27回大阪府選手権大会結果 

  【選手権者】  中尾邦廣 五段 （加支多） 

 【男 子】 

  参段以下の部 優勝 竹島昌典   三段（万博） 

         二位 山崎雅也   三段（堺） 

         三位 安部正悟   初段（加支多） 

  四・五段の部 優勝 坂井輝彦   五段（高槻） 

         二位 津田 悟   五段（高槻） 

         三位 佐藤芳則   五段（吹田） 

 【女 子】 

  参段以下の部 優勝 河口典子   二段（堺） 

         二位 大阪千穂   三段（高津） 

         三位 辻井美紀   二段（堺） 

  四・五段の部 優勝 岡本真智子  四段（住吉） 

         二位 津田 悟   五段（高槻） 

         三位 佐藤芳則   五段（吹田） 

  【称号者】   優勝 中筋由彦 錬士五段（岸和田） 

          二位 下田隆司 教士七段（朝日） 

          三位 山中敬雄 錬士六段（豊中） 

  【敢闘賞】     藤田雄輝  三段 (大阪大) 

             井上淳史 錬士五段（堺） 

 

 

 

 

 

 

 

  選手権 中尾選手    各部優勝の皆さん 

 

 

 

    

 

  7月27日万博記念公園弓道場に於いて「第20回 

  大阪府遠的選手権大会(兼)全日遠的選手選考会」が 

  開催された。当日は33°を超す夏日の中、暑さに 

も負けず、特に女子優勝決定戦は10射に及ぶ射詰

となる熱戦であった。 

  ☆選手権結果 

   【男 子】 

     選手権 國本 健   四段（堺） 

      二 位  野中秀治 教士七段 (万博) 

     三 位  山中敬雄 錬士六段（豊中） 

     四 位 由利一樹   五段（豊中） 

     五 位 高橋史郎   五段（万博） 

    

 

【女 子】 

     選手権 山田直美 教士六段（高津） 

     二 位 北川浩子 教士六段（豊中） 

     三 位 向井涼子   五段（万博） 

     四 位 小西充子 錬士五段（万博） 

   【敢闘賞】 玉木利徳 錬士五段（八尾） 

         古跡孝和 錬士五段（高津） 

 

 

 

 

 

 

       山田直美選手 國本 健選手 

 

  ☆全日本遠的選手権大会選手選考結果 

   【男 子】 

     野中秀治 教士七段 （万博） 

     山中敬雄 錬士六段 （豊中） 

   【女 子】 

     北川浩子 教士六段 （豊中） 

小西充子 錬士六段 （万博） 

      

 

 

 

 

  野中秀治選手     山中敬雄選手 

 

 

 

 

 
    北川浩子選手     小西充子選手 
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