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■ 平成 22 年度大阪府民大会兼
第 29 回大阪府弓道選手権大会
7 月 11 日大阪城弓道場に於いて表記の大会が
開催された。団体 78 チーム、個人出場を併せる
と参加者 246 名という大きな大会となった。
成績は次の通り。
★平成 22 年度大阪府民大会
〇少年男子 ①浪速高 E(三好涼太・伊藤大・
濱平胤命）
・②汎愛高 A(森井望生・春尾誠・
東郷翔平）
〇少年女子 ①浪速高 G(東濱有香・木島瑞穂
杉浦あずさ）②浪速高 H(辻本茜・濱地美来
竹内千瑛）
〇成年男子 ①加支多 A(菊田幸志・小田一彦
中尾邦廣)②茨木 A(佐藤誠一・宮野欣三
舩津卓三)③高津 A(小出雅士・佐々木英弘
高辻照生)
〇成年女子 ①茨木 B(舩津綾・西尾勝美・
白方美代子）②吹田 C（澤根規代・湯川久
子・篠田淳美)③高津 D（及川悦子・三宅亜
希子・小林師子)
★第 29 回大阪府弓道選手権大会
〇選手権 菊田幸志(加支多)
〇少年男子
①森井望生(浪速高 A)②濱平胤命(浪速高 E)
〇少年女子
①宮之前綾乃(浪速高 F)②杉浦あずさ(浪
速高 G)
〇男子三段以下
①大和田優(大経法 A)②尾崎保洋(高津 B)
③中根晃(高津 B)
〇男子四・五段
①小田一彦(加支多 A)②菊田幸志(加支多
A)③國本健(堺 A)
〇女子三段以下
① 斉藤里奈(大経法ｃ)②高田淑恵(朝日
E)③木和田真美(茨木 D)
〇女子四・五段
① 上野満理子(岸和田 C)②澤根規代(吹田
C)③吉田恭子(岸和田 D)
〇称号者①下田隆司(朝日 D)②白方美代子
(茨木 B)③梶川和男(朝日 A)
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少年男子優勝チーム
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少年女子優勝チーム

成年女子優勝チーム

■ 第 7 回都市間交流スポーツ大会（弓道の部）

男子 優勝

女子 三位入賞

7 月 11 日、名古屋市・日本ガイシスポーツプラ
ザ弓道場に於いて「第 7 回都市間交流スポーツ
大会(弓道の部)」が開催された。開催地は持ち
回りで京都市・大阪市・神戸市・横浜市・名古
屋市の五都市の対戦で行われます。

入賞選手の皆さん

■ 全日本弓道選手権近畿地区予選
7 月 18 日兵庫県立明石弓道場において、
全日近畿地区代表選手選考会が行われた。
近畿 6 府県から男子 18 名、女子 18 名
が参加した。1 次選考で男女ともに 5 名
の選手がのこり、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】
京都府
澤端春雄 教士六段
奈良県
西中 正 教士六段
奈良県
吉本清巳 錬士六段
【女子】
京都府
川口妙子 教士六段
大阪府
北川浩子 教士六段
和歌山県 川村 香 教士六段
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■ 北摂親善射会
7 月 19 日梅雨も開け、夏の陽射しになり気温
も 33℃を超える夏日となった中、熱戦が
展開された。「北摂親善射会」が開催され
て 11 年目となる今回は万博チームが初優
勝を飾り、ここに全チームの優勝が実現し
た。成績結果は次の通り。
〇団体戦
①万博②茨木③高槻④豊中⑤吹田
〇男子個人
①佐藤誠一(茨木)②山口哲郎(万博)
③白石大介(豊中)④福永芳則(吹田)
⑤小澤幸雄(茨木)
〇女子個人
①木下八重子(吹田)②甲斐昭子(万博)
③西澤美知子(吹田)④澤根規代(吹田)
⑤北島浩子(茨木)

団体優勝した万博チーム

個人優勝の佐藤・木下選手

■ 平成 22 回大阪府遠的選手権 兼
第 61 回全日本遠的選手権大会選手選考会
7 月 25 日万博記念公園弓道場において大阪府
遠的選手権大会兼全日遠的選手権出場選手選考
会が開催された。結果は次の通り。
【男子】①菊田幸志(加支多)②竹島昌典(万博)
③津田悟(高槻)④竹内淳一(豊中)⑤山中敬
雄(豊中)
【女子】①山田直美(高津)②北川浩子(豊中)
③松本利津子(高槻)④林直子(万博)⑤小西
充子(万博)
【敢闘賞】二宮 一(高槻)・山下幸子(高槻)・
三宅亜希子(高津)・中塚美穂(茨木)・宇田
川恵子(万博)
★全日遠的選手権選考選手
【男子】山中敬雄(豊中)・竹内淳一(豊中)
【女子】北川浩子(豊中)・山下幸子(高槻)
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弓道場・クラブ紹介
《

木田雅章会長

堺弓道協会

☆

》

道廣泰介クラブ代表

堺弓道協会の前身は、昭和２８年大阪府立大学の弓
道場を借用して活動。昭和６１年の秋初芝体育館に弓
道場が完成し、以来歴代の協会会長のもと、会員数１
６０余名を数えるまでに発展してまいりました。月例
会、講習会、特別射会を主たる活動とし、年３回の大
阪府弓道連盟の審査会場として、堺市スポーツ振興事
業の一環である定期スポーツ教室（弓道教室）への協
力、更には大阪府総合体育大会の開催道場の一つとし
て、活動範囲を拡げております。これらの諸活動はす
べて協会会員の献身的な協力なくしては為しえないこ
とで、その団結力と奉仕精神の高さを誇るところです。
「弓道を通じて学ぶことを楽しむ」を活動指針とし、
一同今後も一層の精進に務める所存です。なお、月例
会は他クラブの方も参加できますので皆様のお越しを
お待ちしております。
●所在地：堺市東区野尻町２２１−４
TEL ０７２−２８５−０００６
●アクセス：南海高野線 初芝駅徒歩 10 分
●駐車場：９５台可能 ２時間迄 200 円、
以降 1 時間ごと 100 円追加、以降 最大 600 円
●個人使用可能日・時間帯：午前（9 時〜12 時）・
午後（13 時〜17 時）・夜間（17 時 30 分〜21 時）
●使用料：午前・午後・夜間 大人各 200 円
●個人使用条件：有段者および特に認められた方、
初心の方は指導員駐在時のみ
●道場利用証：弓道の体育実技指導員が認定した方
に発行
●堺弓道協会へのお問い合わせ：
副会長･事務局 吉村豊和 072-286-1296
クラブ代表理事 道廣泰介 072-258-7474
●堺弓道協会ホームページ：
http://www.sakai.zaq.ne.jp/kyudo/home/sakai/
home.html
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