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■ 第 58 回春季八尾市民大会(近的)
4 月 30 日八尾市総合総合体育館弓道場において
第 58 回春季八尾市民大会（近的の部）が開催さ
れ多数の弓人が参集した。団体戦・個人戦が行わ
れ、結果は次の通りであった。
☆団体
【男子】①玉木利徳・西田 勉・出田一男
②福島孝治・木谷庄吾・中村泰弘
☆個人
【男子】①馬渕信幸(桃山大)・②馬渕昭義(朝日)・
③山本和彦(八尾)
【女子】①渡邊かほる(八尾)・②友田真佑美(八
尾)・③山尾春美(八尾)
（記事 吉田真佐美）

■ 第 53 回岸和田市民体育祭弓道大会
5 月 16 日岸和田市総合体育館弓道場において
第 53 回岸和田市民体育祭弓道大会が開催された・
参加者 95 名 結果は次の通りであった。
☆選手権
原登志夫（岸和田）
☆高校生の部 ①宮之前綾乃②濱平胤命③三好涼介
☆一般女子の部 ①寺西 唯(岸和田)②前田綾香
(万博)③吉田恭子(岸和田)
☆一般男子の部 ①出田一男(八尾)②菊田幸志(加
支多)③原登志夫(岸和田)
(記事 塚本正雄)

堺・初芝会場の審査風景
(写真 塚本正雄)

■ 枚方市春季総合体育大会弓道の部
6 月 13 日枚方市渚市民体育館スカイアリー
ナに於いて枚方市春季総合体育大会弓道の
部が開催された。参加者 58 名（参加資格は在住・
在勤・在学且つスカイアリーナ利用者である事とさ
れている）
成績は次の通りであった。
☆二段以下の部
①井角佐利(歯科大)②市川龍太郎(歯科大)
③樋口祥子(歯科大)④前田圭吾(歯科大)
⑤濱田吉宏(歯科大)⑥林 和親(歯科大)
⑦田中和士(歯科大)⑧梅谷麻央(歯科大)
⑨佐田千織(枚方)⑩東 友莉(歯科大)
☆三段以上の部
①福川尚利(枚方)②吉山伸二(枚方)③吉山
美和(高津)④東膳真理子(枚方)⑤坂口 稔
(枚方)⑥辻田恭子(枚方)⑦村田義光(枚方)
⑧西内郁代(枚方)⑨弓手 恵(枚方)⑩中村
治美(枚方)

■ 大阪府連夏季審査
6 月 6 日大阪府連夏季審査は、級〜初段は
堺初芝体育館弓道場・二〜四段は万博記念
公園弓道場に於いて実施された。受審者総
数 239 名。審査結果は次の通り。
☆級 一級 10 名 二級 15 名 三級 1 名
☆初段 39 名
二段 24 名
☆三段 15 名
西畑雄大(汎愛)・谷口雅哉(教育大)・岩尾
都(朝日)・角谷知久(交野)・船橋信吾(薬
科大）
・井上有香(堺)・林 有子(万博)・河村敦子(高
槻)・竹本治子(豊中)・岸田尚子(豊中)・前田綾香(万
博)・北山 良(朝日)・芦田 希(万博)・村田義光(枚
方)・北野 修(堺)
☆四段
9名
野口泰弘(高津)・山口哲郎(万博)・岡﨑
玲子(万博)・久保田貞夫(茨木)・水谷之乃
(万博)・橘 久之(万博)・山川美香(高津)
小泉広美(万博)・小畑かがり(豊中)
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入賞選手の皆さん
（報告 井上英夫）

■ 全日本弓道選手権大会選手選考会
6 月 20 日万博記念公園弓道場に於いて全日本
弓道選手権大会出場選手の最終選考会が開催
された。当該選考会は 5 月 23 日に開催さた一
次選考会に残った選手によって行われたもの
である。
選考結果は次の通りであった。
大阪代表 男子 野中秀治選手
女子 山田直美選手
近畿地区選考会出場選手
男子 下田隆司・渡士定次・山中敬雄
女子 篠田淳美・小西充子・北川浩子
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☆ 弓道場・クラブ紹介 ☆
《 茨木市弓道協会 》

野中秀治選手

山田直美選手

■ 国民体育大会選手選考会
舩津卓三会長 茨木市営春日丘運動広場弓道場

6 月 27 日、万博記念公園弓道場に於いて国体
選手決定選考会が開催された。選考された選手
達は次の近畿ブロック大会の成績で本大会への
出場が決まる。
選考結果は次の通りであった。
◎成年男子
竹内淳一(豊中)・野口泰弘(高津)・津田
悟(高槻)・竹島昌英(万博)・菊田幸志
(加支多)
◎成年女子
堀井佳菜(清和)・林 直子(万博)・岡本
真智子(住吉)・野口雅子(真和)

成年男子選手

成年女子選手

■ 6 月の昇段・昇格者
昇格おめでとうございます。
益々のご活躍を
錬士
お祈り致します。

深谷雅代(堺)
山 口

暑中お見舞い申し上げます

〒532‑0013
大阪市淀川区木川西 2 丁目 2−4
TEL 06(6301)2019 FAX 06(6301)2507
2007.12.25 創刊

茨木市弓道協会は、昭和 60 年道場竣工に合わせ
て設立され、本年で 25 年の節目を迎えました。現
在 70 名余の会員を有し、月例射会には毎回 50 名
の参加を得て研鑽を積んでいます。茨木の自慢は、
市体育協会の生涯学習スポーツの理念のもと、初
心者育成に尽力してきたことです。それは会員の 9
割が初心者教室卒業生であることに顕れ、9 名の称
号者の誕生をみています。週 3 回定例練習日のう
ち、特に土曜日午後は、射技修練の他、必ず各自
テーマを持って体配向上の時間を設定、仕上げの
一手立ちと指導先生による講評時は緊張と充実感
に満ちています。
さらに近時、大阪府総体など対外射会で好成績
を残す実績も見られ、クラブの基盤も整いつつあ
ります。現状に甘んじることなく、会員それぞれ
が高い目標をもち、「正射必中」に向けてより厳し
く自己を律し、努力していく姿勢が何より大切で
あると考えています。
道場は市北西部住宅地内に、単独屋外型 5 人立
で建設され万博、吹田弓道場と至近距離です。今
後とも府連、他クラブとの交流を行い、刺激を受
けるとともに、一層の会員充実、射技向上を目指
し、会の発展に向けて努力して参ります。

●所在地：茨木市北春日丘 4-12 春日丘運動場
管理人室 Tel.（072）623-8769
●アクセス: ﾓﾉﾚｰﾙ「阪大病院前」又は JR 茨木駅よ
りバス「春日丘公園」下車、各徒歩 10 分
●駐車場：30 分無料、以後 30 分毎 100 円、
昼間最大 600 円
●道場使用：OPAS カード必要
使用料 9:00〜3 時間帯毎に
茨木市民 200 円（18:00〜は 300 円）
その他 400 円(600 円)
●弓道協会への問い合わせ先：
舩津卓三 （072）620-6062
●ＨＰ：http://www.i-kyudo.com/
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