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■ 国体 1 次・都市間交流スポーツ大会 ・
健康福祉大会選手選考会
4 月 18 日万博記念公園級道場に於いて
国体選手一次選考会・都市間交流スポー
ツ大会・健康福祉大会選手選考会が開催
された。結果は次の通り。
☆国体 1 次予選通過者
【男子】
間宮佑人(清和)・竹内淳一(豊中)・山口哲
郎(万博) ・下 田隆 司(朝日)・田 代禎 史( 万
博)・野口 泰弘(高 津)・津田 悟(高槻) ・
竹島昌典(万博)・濱崎高志(交野)・馬渕信
幸(桃山大)・ 國本 健(堺)・新 矢浩 一( 高
津)・菊田幸志(加支多)
【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)・樹下恵子
(万博)・吉田真佐美(八尾)・坂上友子(万博)
春田絵理子(清和)
☆都市間交流スポーツ大会決定戦手
【男子】
間宮佑人( 清和)・山口哲郎(万博)・津田
悟(高槻)・竹島昌典(万博)
【女子】
堀井佳菜(清和)・岡本真智子(住吉)
野口雅子(真和)・池田真弓(住吉)

(都市間交流スポーツ大会選手)
☆健康福祉大会選手
【大阪府】
近藤嶋恵(豊中)・西尾勝美(茨木)・宮野
欣三(茨木)・吉田丈夫(交野)・谷口明美
(茨木)・安井伸輔(高槻)・中尾邦廣(加支多)
【大阪市】
辻川正治(高津)・森田憲明(住吉)・尾原守人
(高津)・横沼由美子(万博)・小林師子(高津)
杉本和幸(堺)・田中隆一(桑弓)・岡 豊(豊中)

■ 大阪市長杯兼体育協会長杯
4 月 25 日大阪城弓道場
に於いて第 15 回大阪市
長杯兼第 4 回大阪市体
育協会会長杯弓道大会
が開催され 297 名とい
う多 数の 参加 があ った 。
なかでも優勝を果たし
た舩津 綾さんは 2 年
連続の連覇を成し遂げた。 ( 船津綾選手 )
大会結果は次の通りであった。
①舩津 綾(茨木)・②衣畑敬太郎(教育大)・③
濵平胤命(浪高)・④宇田川恵子(万博)・⑤小野木
希望(芸術大)・⑥臼山杏平(港高)・⑦太田夕貴
(夕陽丘高)・⑧山中敬雄(豊中)・⑨喜夛 司(教
育大付属)・⑩福本佳代子(枚方)

■

平成 22 年春季吹田市杯弓道大会

4 月 29 日吹田市立武道館弓道場に於いて
「平成 22 年春季吹田市長杯弓道大会」が
開催され、245 名が参加した。結果は
次の通り。
☆市長杯
【男子】①近藤啓祐(万博)・②国重行洋(阪大)
③足立恭平(学院大)
【女子】①戸﨑 泉(関大)・②中塚美穂(茨木)
③澤根規代(吹田)
☆連盟賞
【男子】①舩津卓三(茨木)②近藤啓祐(万博)
③木村光志(万博)④国重行洋(阪大)⑤渡士
定次(岸和田)⑥津田 悟(高槻)⑦高橋史郎
(万博)⑧村田将隆(薬大)⑨佐伯秀男(高槻)
⑩國本 健(堺)
【女子】①舩津 綾(茨木)②戸﨑 泉(関大)
③足立尚未(薬大)④北村悦子(吹田)⑤吉澤
千津子(茨木)⑥柴田彩葉(薬大)⑦中塚美穂
(茨木)⑧澤根規代(吹田)⑨高田敏江(朝日)
⑩井村佐紀子(吹田)

市長杯
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男女入賞者
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☆

弓道場・クラブ紹介

☆

お知らせ
☆万博記念公園弓道場夜間利用について
万博弓道場の夜間開場を下記の通り実施
します。
期 間 4 月 〜 11 月
時間帯 土曜日の夜間 17：00〜21：00
☆住吉大社教養セミナー
住吉大社では例年各種セミナーを開催して
いますが下記セミナーをご案内します。
日 時 5 月 31 日(月) 2 時 30 分〜4 時
会 場 住吉大社 吉祥殿
会 費 200 円 （事前予約は不要）
テーマ 小笠原流礼法
・元服式…実演
・礼法の基本…映像説明
講 師 小笠原清忠(小笠原流宗家)

速

報

5 月 1 日付
七段昇段
八嶌 昭 (朝日)
京都大会の結果は次の通りでした。
おめでとうございます
演武結果
教士の部
二位入賞
六段 吉山伸二(枚方)
審査結果
4・5・6 日に実施されました京都中央審査
において次の方が昇格・昇段されました。
教士の部
山下博美（岸和田）
錬士の部
丸野良江 （吹田）
吉田丈夫 （交野）
六段の部
菅原繁信 （万博）
中村真由美（高津）

お願い
審査を欠席する場合は関係先に必ず欠席の通知
を行って下さい。併せて府連事務局への連絡も
行って下さい。今回の京都審査では府連関係者
の無届がありました、指導者としての資質を問
われる問題 でもあります。今回は不問 に付すが、
今後はペナルティーを科す事 も検討しています。
十分注意して下さい。
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《 岸和田弓友会 》

中筋由彦会長

府下初の屋内弓道場

岸和田弓友会の諸先輩は、昭和２０年代後半に
は稽古の場として大阪市内の高津弓道場まで出か
けていました。昭和 34 年に岸和田市弓道連盟が
発足し、翌３５年岸和田市体育協会に加盟、年 2
回の大会も岸和田市内の高校の弓道場を借りて行
われるようになりました。昭和 44 年、当時の武
田利治会長のご尽力により「牛の口運動場」に念
願の弓道場が建設され、範士八段浅井清雄先生を
始め、幾多の優秀選手がこの道場から輩出しまし
た。平成８年には岸和田市総合体育館が完成、府
下では初めての全天候型の屋内弓道場も設けられ
ました。矢道の人工芝を取り除くと、社交ダンス
の練習場になるという珍しい共用道場であります。
近年、主要行事である春・秋の市民体育大会弓
道の部には、好評の季節の賞品も多数用意し、他
クラブからの参加者も増加しています。昨年は市
弓道連盟創立５０周年の記念祝賀射会を開催し、
多くの方にお祝いにお出でいただきました。会員
も８９名となり、弓友会の今後一層の発展を望む
ものであります。
●所在地：岸和田市西之内町４５−１
℡072-441-9200
●アクセス: 南海線「春木」徒歩約 15 分、JR 阪和
線「久米田」徒歩約１８分
●駐車場：30 分まで無料 １時間 30 分まで 100
円 以後１時間ごとに 100 円 250 台駐車可
●個人使用可能日、時間帯：年末・年始以外の
火〜土 9:00〜21:30 日・祝 9:00~17:00
但し、水曜日の 14:00〜16:00 は使用不可
●使用料金：１時間 一
般 150 円
中学生以下 80 円
●弓友会への問い合わせ先：
渡士 定次 072-479-0235
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