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■第 19 回都市間交流スポーツ横浜大会

７月２日大阪城弓道場に於いて「女子講習会」が
実施され、午前：参段

会長 砂口勝紀

午後：四段に分かれて

行われました。参段は襷さばきの稽古が主となり

男女アベック優勝
７月 10 日横浜市に於いて「第 19 回都市間交流スポ
―ツ横浜大会」が開催されました。都市間交流スポ

ましたが、四段は襷さばき・立ちを組んでの稽古

―ツ大会は横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神

に加えて射技指導が行われました。

戸市の五都市間の総当たりで行われます。この度の
結果は次の通りでした。
【男子】①大阪市・②横浜市・③名古屋市
④京都市・⑤神戸市
【女子】①大阪市・②神戸市・③横浜市

一手行射

④ 名古屋市・⑤京都市

射技指導

■称号者伝達講習会

大阪市の男女アベック優勝は平成 20 年(2008)

７月 3 日大阪城弓道場に於いて
「称号者伝達講習会」

京都大会の時でした。

が実施されました。講習は午前の部(47 名)、午後の
部(47 名)の二組に分かれて行われました。全員が
一手行射を二射場で行い、伝達事項説明、射技研修、
射礼研修(一立・二射場)で行われました。伝達事項
については、以下のことについて説明が行われた。
・弓道について
優勝カップを前にして

・コンプライアンスについて
ハラスメント関係・矢羽根関係

京都市と対戦

■令和 4 年度大阪府民スポーツ大会
（兼）第 40 回大阪府弓道選手権大会

・公益法人について

7 月 10 日大阪城弓道場に於いて「令和 4 年度大阪
府民スポーツ大会(兼)第 40 回大阪府弓道選手権大
会」が開催されました。参加者は高校性・大学生
93 名、一般 213 名(男子 117 名、女子 96 名)合計
306 名と言う久し振りの大きな大会でした。しかし、
一手行射

コンプライアンス等について座学

コロナ感染対策の事もあり大会は事前申し込み制
を採用し、来場受付時間も指定され、府選手権予選

■第４回伊勢「神宮奉納弓道大会」

通過出来なかった選手は速やかに退館して頂くと

３位 入賞 平山博邦 (岸和田)

言う方法が執られました。高校生(少年女子の部)は

７月８日・9 日 三重県伊勢市に於いて第４回伊勢

表彰式が昼食の時間帯に行われ寂しくもありまし

「神宮奉納弓道大会」が開催され、岸和田の錬士六段

た。選手権大会への予選通過選手は 27 名でした。

平山博邦先生が３位に入賞されました。 募集定員

36cm 霞的での競技が終わり、24cm 星的の競技には

120 名でしたが 136 名という盛会でした。

12 名の選手が参加しました。1 回目は的を外した選
手が 1 名だけで、4 回目に 2 名の選手で決勝を競う
ことになり選手権者が決定しました。この一連の白
熱した競技を多くの方に観戦して頂きたかったと

左）表彰式

残念に思っています。競技結果は以下の通りでした。

右）優勝決定戦
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（1）令和 4 年度大阪府民大会競技(団体戦)
【少年女子】
優勝 岸和田産業 G
(川眞田琉華・牟田口花鈴・名倉美咲)
2 位 岸和田産業 F
(馬野帆乃佳・大迫あかり・田中真帆)
３位 岸和田産業 E
(兵野美緒・新堂仁愛・馬渕希々花)
【成年男子】
優勝 住吉混成
(川嶋昂信郎・間嶋悠人・吉田 志)
２位 大経大 A
(井上嘉加瑞・刀禰耕典・安藤健人)
３位 万博 C
(橘 久之・竹島昌典・野中秀治)
【成年女子】
優勝 朝日 E
(𠮷本景子・坂本香江子・小松正美)
２位 枚方
（喜多千鶴・西脇瑞香・小幡澄子）
３位 豊中 A
(小村舞衣・大野みゆき・小畑かがり)
（2）第 40 回大阪府弓道選手権大会 入賞者
【少年女子】
優勝 牟田口花鈴(岸産)・②兵野美緒(岸産)
③川眞田琉華(岸産)
【成年男子】
優勝 川嶋昂信郎(住吉)・②井上嘉加瑞(大経大)
③刀禰耕典(大経大)
【成年女子】
優勝 森脇靖子(吹田)・②𠮷田真紀子(豊中)
③小幡澄子(枚方)
【称 号】
優勝 野中秀治(万博)・②下田隆司(朝日)
③佐々木喜代治(高槻)
【選手権】
選手権者 平野雅一（茨木）

■全日本弓道遠的選手権大会選手選考会
７月 17 日 万博弓道場に於いて「全日本弓道遠的
選手権大会選手選考会」が開催されました。
参加選手は男子 14 名、女子６名で、男女共に各 2
名が次の通り選出されました。
【男子】𠮷田 志(豊中)・竹島昌典(万博)
【女子】中塚美穂(万博)・小松正美(朝日)
閉会に当たり砂口会長より、次のように言葉が添え
られました。
「・・・全弓連は基本に則った行射をよ
く言っています。基本を大切にして頂きたいと思い
ます。私は座射よりも、むしろ動きの少ない立射の
方が難しいのではないか？と思っています。心して
臨んでください。
」

男子大阪府代表選手

女子大阪府代表選手

■令和 4 年度北摂親善射会
7 月 18 日「令和 4 年度
北摂親善射会」が万博弓
道場で開催されました。
吹田、高槻、茨木、万博、
豊中の参加者 67 名、五つ
のクラブによる総当たり
戦で行われました。
結果茨木市弓道協会が
優勝した茨木市弓道協会
優勝を勝ち取りました。
■令和 4 年度全日本弓道選手権近畿連合予選会
7 月 24 日、奈良市橿原公苑弓道
場に於いて「令和 4 年度全日本弓
道選手権近畿連合会予選会」が開
催され、近畿 2 府 4 県から 57 名
の選手が参加し、次の通り本選出
場選手が決まりました。
大阪府代表 錬士五段 丸井雄介選手

少年女子優勝チーム

成年男子優勝チーム

成年女子優勝チーム

府選手権・少年女子優勝

滋賀県
京都府
奈良県
大阪府
和歌山県
兵庫県

男 子
女 子
野玉隆文・楠井康文
森岡栄子
牧野悦治
大槻はるみ
大西洋亮
松村由喜子・東中千佳
丸井雄介
-長岡 修
川村 香
--藤井 泉

訃

報

五 段
松本圭右
万博弓友会 所属
令和 4 年 3 月 2 日逝去
享 年
成年男子・称号優勝
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