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■平成 25 年度大阪府民体育大会弓道競
技 兼 第 32 回大阪府弓道選手権大会
7 月 7 日大阪城弓道場に於いて標記の大会が
開催されました。団体 92 チーム、個人参加
出場を併せると参加者 246 名という大きな
大会となりました。 成績は次の通りでした。
☆平成 25 年度大阪府民大会弓道競技の部
○男子
①豊中Ａ (北村大星・勝山悦二・山中敬雄)
②岸和田Ｃ(馬渕信幸・三原喜一)
③朝 日Ａ(福田光雄・坂口洋一・下田隆司)
○女子
①真和Ｅ (林 直子・堀井佳菜・清水雅子)
②万博Ｅ (奥田美千代・甲斐昭子・小西充子)
③高槻Ｇ (井上紋加・佐伯澄子・松本利津子)

男子優勝豊中Ａチーム
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女子優勝真和Ｅチーム

☆第 32 回大阪府選手権大会
選手権
吉山伸二（枚方）
○男子参段以下
①三原喜一(岸和田)・②馬渕信幸(岸和田)
③小出雅士(高津)
○男子四・五段
①勝山悦二(豊中)・②石上健二郎(大医大)
③西郷重幸(加支多)
○女子参段以下
①堀井佳菜(真和)・②西野莉絵(汎愛高)
③山崎みづほ(高槻)
○女子四・五段
①清水雅子(真和)・②林 直子(万博)
③才門香織(交野)
○称号
①山中敬雄(豊中)・②津田 悟(高槻)
③吉山伸二(枚方)

大阪府弓道連盟
会長 中野英夫
広報 三木信高

■ 都市間交流スポーツ大会（弓道競技）
男子

準優勝

女子

準優勝

7 月 15 日 京都武道センターに於いて
第 10 回都市間交流スポーツ大会(弓道競技)が
開催されました。競技は男女ともに 3 人 1 チ
ームとして横浜市・名古屋市・京都市・大阪
市・神戸市の五都市間リーグ戦で行われまし
た。気温が 33℃を超すという猛暑の中での熱
戦でした。

■北摂地区クラブ対抗親善射会
7 月 15 日豊中市武道館ひびき弓道場に於い
て「北攝地区クラブ対抗親善射会」が開催
されました。参加者 155 名。 大会史上初
めてと言われる多数の参加でした。結果は
次の通りでした。
☆団体戦
優勝 高槻弓友会
○男子個人
①足立哲也(万博)②高橋史朗(万博)
③木下忠士(茨木)④大原吾朗(万博)
⑤中徳好伸(高槻)
○女子個人
①松本利津子(高槻)②森脇靖子(吹田)
③岡本有香 (茨木)④白石 唯(万博)
⑤福井広美 (高槻)

団体優勝した高槻チーム

■

第 25 回大阪府遠的選手権 兼
第 64 回全日本遠的選手権選手選考会

7 月 28 日万博記念公園弓道場に於いて、標
記の大会が開催されました。当日は朝から
気温がグングンあがり大阪では 35℃を記録
する猛暑日となりました。参加者 84 名、結
果は次の通りでした。
選手権 吉山伸二選手
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各部優勝選手の皆さん
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☆大阪府遠的選手権大会
【男子】
①野中秀治(万博)・ ②津田 悟(高槻)
③三原喜一(岸和田)・④二宮 一(高槻)
⑤國本 健(堺)
【女子】
①北川浩子(豊中)・②井塚みゆき(豊中)
③本城弘子(高津)・④高田友美(清和)
⑤森脇靖子(吹田)
【敢闘賞】
○男子
三浦史造(大阪大)・高橋史郎(万博)
○女子
甲斐昭子(万博)・小松正美(朝日)
播本直美(高津)・白石 唯(万博）
松本利津子(高槻)・舩津 綾(茨木)
中塚美穂(万博)・井ノ阪ふみ子(岸和田)
岩田 花(清和)・岩川紀子(吹田)
清水雅子(真和)
☆全日本遠的選手権出場選手
【男子】
野中秀治(万博)・國本 健(堺)
【女子】
山田直美(高津)・小松正美(朝日)
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☆

大阪府弓道連盟の歩み

訂正とお詫び
7 月号に掲載致しました、府連夏季
審査…四段合格者の所属間違いがあり
ました、ここに訂正してお詫び申し上げ
ます
四段合格
石上健二郎(歯科大)……誤
⇓
石上健二郎(医科大)……正
2007.12.25 創刊

☆

（数字で見る大阪府連 ）
先月号までは戦前から戦後に亘っての大阪
府連の様子を先輩方のお話の中からうかがい
知る事ができました。今月号からは大阪府連
の現状がどのようなものなのかを探ってみた
いと思います。資料は高辻先生のお手を煩わ
せて種々ご提供いただきました。
手元に昭和 43 年 1 月 1 日現在の登録者名簿
があります、先ずこの辺りから見ていきたい
と思います。
当時、登録されていた会員数と現在の状況
を比較してみますと

昭和 43 年
平成 13 年

一 般
494
1320

大学 高校
232 262
727 919

合計
988
2966

現在は、昭和 43 年当時から見ますと 3 倍に
なっています、男女比は大学・高校の資料
が無い為に一般のみを比べてみます。
（大阪府連）

昭和 43 年
男女比
平成 13 年(4 月)
男女比

全日出場選手

大阪府弓道連盟
会長 中野英夫
広報 三木信高

一 般
合計
男子 女子
429
65
494
87％ 13％
667
653
1320
51％ 49％

以前は武道としての弓道、というとらえ方
の名残もあり女性の進出が少なかった事情
もありました。各地で「弓道教室」が盛ん
に行われるようになりますと、弓道人口も
徐々に増えてきました。現在では男女共に
拮抗した数字となっています。 全国的な
傾向を見ても下記の通り同様の傾向を示し
ています。
（全国合計）

昭和 55 年
男女比
平成 13 年(3 月)
男女比

一 般
合計
男子 女子
54089 27840 81929
66％ 34％
74094 65697 139791
54％ 46％
（以下次号につづく）
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