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■ 第 64 回大阪府総体弓道競技の部
豊中市 4 年連続優勝を飾る
9 月 5 日吹田市立武道館「洗心館」弓道場にお
いて第 64 回大阪府総合体育大会弓道競技の部
が 11 市参加のもとに開催されました。豊中市は
男子が 4 年連続の優勝、加えて女子も他を寄せ
付けない成績で共に優勝を果しました。
【団体】男子
①豊中市(近江・白石・北村・山口・冨川)
②富田林市(山下・山岸・井上)
③堺市(國本・阿部・早川・北岡・春田)
④岸和田市(原・坂・渡士・坂口・神谷・中筋)
⑤交野市(村上・藤澤・濱口・中・徳山)
⑥茨木市(久保田・平野・佐藤・須藤・木下
舩津)
⑦八尾市(福島・玉木・出田・山本・高橋)
⑧枚方市(福川・太田・吉山・井上・弓手)
【団体】女子
①豊中市(小畑・井塚・近藤・白石・片木・曽我)
②枚方市(福本・辻田・西内・中村)
③吹田市(澤根・井村・澤井・山本・小西)
④堺市(服部・中野・篠田・榎原・國本)
⑤高槻市(中村・内藤・松本・斎藤・吉田・田中)
⑥岸和田市(寺西・井ノ坂・阪本・新谷・勝藤・
坂口)
⑦富田林市(松岡・佐藤・小森・北村・小林)
⑧八尾市(小林・上田・山尾・田邊・奥・丸山)
【個人】
男子
①國本健(堺)②井上淳史(富田林)③近江智行
(豊中)
女子
① 井塚みゆき(豊中)②澤根規代(吹田)
③佐々木千明(茨木)

■ 大阪府連秋季例会
9 月 12 日万博記念公園弓道場に於いて大阪府
連秋季例会が開催されました。当日は競技開始に
先立ち、国民体育大会・全日本弓道選手権大会・
全日本遠的選手権大会出場選手の壮行会が催さ
れました。 参加者 91 名
【成績結果】
☆参・四・五段の部
①近江智行(豊中)・②野口泰弘(高津)・③國本健
(堺)
☆女子の部
①澤根規代(吹田)・②中塚美穂(茨木)・③佐々木
千明(茨木)・④矢間明美(朝日)
☆称号者の部
①下田隆司(朝日)・②山下博美(岸和田)・③小西
充子(万博)・④井上淳史(堺)・⑤山田直美(高津)
☆団体戦
①豊中市弓道協会②堺弓道協会③交野弓技連盟

個人優勝の皆さん
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女子優勝 豊中市

団体優勝の豊中

■ 第 43 回全日本女子弓道選手権大会 優勝
9 月 25 日大阪城弓道場杯弓道大会の開催に
先立ち、全日本弓道選手権大会で優勝を飾ら
れた山田直美先生から優勝報告が行われ
皇后盃が披露されました。

会長に報告する山田先生

男子優勝 豊中市

大阪府弓道連盟
会長 中野英夫
広報 三木信高

皇后盃

■ 第 6 回大阪城弓道場杯弓道大会
9 月 25 日大阪城弓道場において第 6 回大阪城杯
弓道大会が開催されました。当初 26 日であったが
不発爆弾処理の為急遽 25 日となり、為に参加者も
例年より少なく 111 名でした。
【成績結果】
☆男子の部
①小出雅士(高津)②出田一男(八尾)③中尾邦弘
(加支多)④光成 一(万博)⑤坂口洋一(朝日)
⑥西田 勉(岸和田)⑦野中秀治(万博)⑧尾崎保洋
(高津)⑨竹島昌典(万博)⑩菅原繁信(万博)
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☆女子の部
①松本利津子(高槻)②及川悦子(高津)③小林師子
(高津)④下田幸子(朝日)⑤佐伯澄子(高槻)⑥篠田
淳美(堺)⑦西尾勝美(茨木)⑧高田敏江(朝日)⑨本
城弘子(高津)⑩山本雪音(四條畷短大)

男女入賞者と場長

■ 大阪府連秋季審査
9 月 19 日大阪城弓道場に於いて、大阪府連秋季
審査が開催されました。受審者 109 名、審査の結
果は次の通りでした。
級 一級 6 名 二級 4 名 三級 3 名
初段 31 名 二段 7 名 三段 8 名 四段 7 名
【三段】 8 名
村上亜里(汎愛高)・桑原冴佳(薬科大)・曽和
久子(高津)・島田揚介(万博)・林 伸吉(高槻)
西川三矢子(岸和田)・段野謙助(高槻)・竹本
真穂(高槻)
【四段】 7 名
小林雅代(八尾)・増井 淳(薬科大)・中村
敦子(豊中)・高田淑恵(朝日)・加藤千美(吹田)
町原 英(住吉)・兼田亀雄(堺)

■ 近畿地域連合審査
9 月 26 日滋賀県立武道館弓道場に於いて、平成 22
年度近畿地域連合審査が開催されました。審査は
二射場で行われ、第一射場 91 名、第二射場 91 名、
合計 182 名に及ぶ審査でした。
審査の結果、大阪府連は次の 12 名の方が合格
されました。 合格おめでとうございます。
【五段合格】
山岸稔明(堺)・阿河清子(万博)・新谷幸子(岸和
田)・中村幸恵(高槻)・原 登志夫(岸和田)
塩江英俊(加支多)・金崎朋美(豊中)・川瀬早苗
(茨木)・西田みゆき(枚方)・白橋晶子(万博)
坂口洋一(朝日)・藤倉久子(豊中)
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大阪府弓道連盟
会長 中野英夫
広報 三木信高

弓道場・クラブ紹介
《

大阪高津弓友会

☆
》

高辻照生会長
大阪高津弓友会は、戦前から日本武徳会で活躍され
ていた尾崎先生が、昭和 23 年に浪速区 難波にあった
自宅を弓道愛好者に開放され、
「尾崎道場」として弓道
を再開されたところから発足しました 。 昭和 34 年
大阪で全国的な大会を開催することになり、現在の
中央区高津宮北側に大阪市営の「高津弓道場」が建
設されました。それに伴い、この高津弓道場を活動
拠点と定め、同時に会の名称も「大阪高津弓友会」
と称することになりました。 その後、高津弓友会
の先輩方多数が府連役員や各種競技会の選手として
活躍されております。
平成 9 年大阪国体に合わせ、老朽化した高津弓道
場の廃止、「大阪城弓道場」の新設により、当会も
40 数年の高津弓道場での活動に別れを告げ、
大阪城弓道場に移動し現在に至っています。
府連会員の皆様のご支援のお蔭で、大阪高津弓友
会は平成 20 年に創立 60 周年を迎え、会員数 200 余
名を擁するクラブにまで成長しました。 大阪城弓
道場は公設の弓道場のため自由に使用することはで
きませんが、毎月の例会では講習と競射を行い技量
の向上を図っております、また新人を積極的に受入
れ将来の大器を育成しております。
これからも変わらぬご指導をお願いいたします。

●所在地：大阪城弓道場内 ℡：06-6941-9921
●アクセス：JR 環状線 大阪城公園駅下車
徒歩 5 分、地下鉄 森之宮駅 徒歩 10 分
●駐車場：なし（市営森之宮駐車場を利用）
●個人使用可能日、時間帯： 毎日開館
午前、午後、夜間の３部（行事予定に注意）
●使用料金：大阪城弓道場の入館料です
午前、午後、夜間
各 300 円
※その他は大阪城弓道場の利用規定に従う
●弓友会への問合せ先：
会長 高辻 照生（0742-22-3515）
●ＨＰ：http://www.eva.hi-ho.ne.jp/
osaka-koudu-kyu/
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