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■ 第 66 回住吉大社全国弓道大会
5 月 1 日第 66 回住吉大社全国弓道大会が
住吉大社特設射場に於いて開催され、参加者
579 名による熱戦が繰り広げられました。
開会に先立ち小笠原流三十一世宗家嫡男、
小笠原清基先生による「蟇目」の奉射が行わ
れました。結果は次の通りでした。
☆団体
◎学生の部
【男子の部】
① 四国大(浅岡祐介・西 智生・岩切淳哉)

⑦相原正志(千葉県)・⑧辻本元威(奈良県)
⑨峪 孝(和歌山県)・⑩吉田章朗(岡山県)
【女子の部】
①山内絵里加(愛媛県 )・②神尾沙織(岡山県 )
③片山正美(静岡県)・④山﨑涼子(和歌山県 )
⑤早川知子(岐阜県)・⑥玉木里奈(愛媛県)
⑦有森照美(岡山県）・⑧井出綾子(静岡県)
⑨藤井由涼菜(兵庫県)・⑩吉田美沙(岡山県 )

② 岡山商科大(中村義光・香川直貴・吉井信貴)

③ 天理大(宮脇和宏・宮本祐喗・上野椋平
【女子の部】
①甲南大(阿曽祐希・石川清楓・池田さとみ)
②日高高(原 亜侑佳・永野李奈・岡本春香)
③日高高(遠藤麻由・大西絵麻・松林 凛)
◎一般の部
【男子の部】
① 長野県（志村 仁・亀岡英司・岡本暁徳）
② 長野県（ 清水北登・小田切祐典・市川隆光）
③ 奈良県（辻本元威・新子修平・山口亮二）
【女子の部】
① 愛媛県（ 佐々木磨理・山内絵里加・玉木里奈）
② 岡山県（吉田美沙・西中麗奈・有森照美）
③ 静岡県（鈴木瑠莉・片山正美・西山依里）
☆個人
◎学生の部
【男子の部】
①上野椋平(天理大)・②小島才奇(甲南大)
③浅岡祐介(四国大）
・④吉井信貴(岡山商科大)
⑤岩切淳哉(四国大)・⑥池田慶希(甲南大）
⑦脇田政宏(天理大）・⑧富田 怜(桃山学院)
⑨富田拓孝(大阪産大 )・⑩神田 光(桃山学院)
【女子の部】
①只川友理奈(四国大)・②長野李奈(四国大）
③北川真美(岡山商科大 )・④長谷祐希乃 (兵庫大)
⑤松林 凛(日高高) ・⑥岩下晴奈(天理大）
⑦荒井優花(天理大） ・⑧岡本春香(日高高）
⑨森澤明日加(紀央館高)・⑩濱中花純 (甲南大）
◎一般の部
【男子の部】
①伊藤隆司(千葉県) ・②山口亮二(奈良県)
③森 直紀(三重県) ・④木口正志(東京都）
⑤国本 健(大阪府) ・⑥小栗崇志(静岡県）
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近畿連合会範士演武

■ 全日本弓道選手権大会選手一次選考会
5 月 7 日吹田市立武道館弓道場に於いて
全日本弓道選手権大会出場選手の一次選考会
が開催されました。一次選考の結果は次の通
りでした。選考された選手の皆さんは 6 月 25
日の決定選考会に出場します。
◎男子 12 名
石丸 信(朝日) ・梶川和男(朝日)
平山博邦(岸和田)・野中秀治(万博)
吉山伸二(枚方) ・塚本正雄(岸和田)
松岡卓郎(豊中) ・福永芳則(吹田)
山中敬雄(豊中) ・山本和彦(八尾)
下田隆司(朝日) ・吉田健次(吹田)
◎女子 6 名
阪口裕子(万博) ・舩津 綾(茨木)
山田直美(高津) ・小松正美(朝日)
松本利律子(高槻)・吉田真佐美(八尾)

■大阪府連春季例会
5 月 14 日万博記念公園弓道場に於いて大阪府連春
季例会並びに全日本勤労者大会・都市間交流スポ
ーツ大会選手壮行射会が開催されました。
参加者 137 名。競技結果は次の通りでした。
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◎選手権
田口裕貴(住吉)
◎男子の部
①阿部岳志(高津) ・②麓 和夫(高槻)
③田口裕貴(住吉) ・④上中秀幸(真和)
⑤川嶋昂信郎(住吉)・⑥榎本貴也(大ガス）
◎女子の部
①中塚美穂(万博)・②吉本景子(朝日)
③甲斐昭子(万博)・④小村舞衣(高槻）
⑤中村幸恵(高槻)
◎男子称号者の部
①平山博邦(岸和田)・②高見勝彦(真和)
③吉山伸二(枚方)・④下田隆司(朝日)
⑤山本和彦(八尾）
◎女子称号者の部
①小西充子(万博)・②篠田淳美(堺)
③佐藤さつき(岸和田)

されました。参加者 80 名、結果は次の通りで
した。
【選 手 権】
吉田 志（豊中）
【高校生の部】
①秋友真比呂(岸産高)・②前田光貴(岸産高)
③上床悠介(岸産高)・④藤田 唯(岸産高)
⑤日裏菜月(岸産高)
【一般女子の部】
①佐藤さつき(岸和田)・②中村慶子(岸和田)
③木元裕子(豊中)・④久保佳世子(岸和田)
⑤浅野裕子(吹田)
【一般男子の部】
①久禮有司(岸和田)・②谷口山治(吹田)
③吉田 志(豊中)・④岩木秀諭(吹田)
⑤鈴木康夫(吹田)・⑥金田寿彦(吹田)
⑦中尾邦弘(加支多)

◎団体の部
①茨木市弓道協会
（平野雅一・久保田貞夫・田中聡子・藤原匠逸）
②豊中市弓道協会
(山中敬雄・松岡卓郎・吉田 志・勝山悦二）
③枚方市弓道連盟

(森澤卓矢・西田光治・植村章二・吉山伸二）

各部

優勝選手

■【和歌山】錬士臨時中央審査
５月の昇格者
合格おめでとうございます。
今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。
錬
各部

優勝選手

士

錬

士

団体優勝 （茨木）

■国体選手決定選考会
５月 21 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、次の
通り国体出場選手が決定しました。
【男 子】 4 名
橘 久之(万博)・國本 健(堺)
北脇敏幸(住吉)・竹島昌典(万博）
【女 子】 ４名
野守彩香(堺)
・芝 里菜(清和)
大野みゆき(豊中)・小畑かがり(豊中)

■平成 29 年度岸和田市民大会(弓道)
５月 21 日岸和田市民体育大会(春の部)弓道
が岸和田市立総合体育館弓道場に於いて開
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５月 28 日(田辺)

５月 28 日(田辺)
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錬士六段 湯川久子先生
豊中市弓道協会 所属
平成 29 年 5 月 24 日逝去
享年 62 歳
謹んでお悔やみ申し上げます
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