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第２０回 山日・ＹＢＳ杯弓道選手権大会 
主催 山梨日日新聞社・山梨放送  

主管 山梨県弓道連盟 

平成１８年１１月２３日 （木曜日）午前９時 

参加選手 ◇女子の部 ４０名◇男子の部 ８１名 

◇称号受有者の部 ２５名 合計  １４６名 

大会役員・技役員 ２６名 

秋冷の一日、一年間の稽古の総仕上げの山日・ＹＢＳ杯

弓道選手権大会は開催されました。予選は、四つ矢、２

中以上が決勝進出、決勝は射詰めという厳しい競射で、

例年のとおりの試合運びで行われました。特に男子の部

の酒井選手は昨年に次ぐ連覇は見事でした。 

◇ 女子の部 優勝古屋直子（山梨支部） 

    予選◯××◯ 決勝◯◯×××◯ 

２位矢崎貴恵（山梨支部）  

予選◯××◯ 決勝◯◯×××× 

３位 舘野智恵（上野原支部） 

予選×◯◯× 決勝◯×   

◇ 男子の部 優勝  酒井 紀夫（都留支部） 

予選◯××◯ 決勝◯◯◯◯◯◯ 

２位  中沢 友二（教職支部） 

予選◯◯◯× 決勝◯◯◯◯◯× 

３位 中込 康之（南ア支部） 

予選◯◯×◯ 決勝◯◯◯◯×     

４位 齋藤 勝利（富士吉田） 

予選◯◯◯◯ 決勝◯◯◯◯× 

５位 上条 剛央（上野原支） 

予選◯×◯× 決勝◯◯◯◯×     

         ３．４．５位は遠近競射による。 

◇称号受有者の部 優勝 内藤 幸雄（甲府支部） 

予選◯◯◯◯ 決勝◯◯◯ 

２位 白須 吉人（富士吉田） 

予選◯××◯ 決勝◯◯×  

３位 芦澤 茂幸（笛吹支部） 

予選◯◯◯◯ 決勝◯◯× 

２．３位は遠近競射による。 

第２１回女子大会 

平成１８年１０月１日（日）於小瀬弓道場 

参加人数 高校生８９名 一般４３名 

標衣枝女子部長の矢渡し、第一介添 望月、第二介添 小

垈で行われました。その後、小野、川島、勝俣、佐野、

小林（睦）で５人持ち的礼射を行い、一人四つ矢２回の

大会に入りました。 

以下成績・ 

高校の部 団体２４射優勝巨摩高校B １６中 山下ひ

ろみ 松本典子 大木春奈 ２位身延高校A１３中 佐

野綾香 片田麻里恵 佐野 惠 

３位（競射による）山梨高校A １３中  

野沢沙や香 安形千尋 中村友香高校個人 １位 諸角

ゆう（北杜）⑦ ２位 山下ひろみ（巨摩）⑦  ３位 

佐久間穂波（白根）⑥ 

一般の部 個人１位 水上梨沙（笛吹）⑦  

２位 保坂友美⑥ ３位 志村ひさ美⑥ 

（競射による）      （女子部 望月孝美）                               

第５３回甲州市勝沼ぶどう祭り県下弓道大会 

勝沼ぶどう祭り協賛として行はれた。かつぬまの実り

の秋とぶどうの味を楽しんでいただきながら親睦をはか

る目的とした弓道大会です。賞品は部員が育てたぶどう

と、ぶどう盆栽と、それにワインを使用し全て勝沼産で

そろえました。参加していただいた皆様本当にありがと

うございました。（甲州市勝沼弓道部長 上野捷利） 

平成18年 1０月８日（日）午前９時～ 

会場・勝沼町民弓道場 射侯・8射（４ツ矢2回） 

参加資格・県下在住の一般に限る表彰1位～20位 

成績（○は的中数） 

1 位 酒井紀夫⑦ 2 位 白須吉人⑦ 3 位 斉藤美隆

⑦ 4 位 斉藤光幸⑦ 5 位 大野陽子⑥ 6 位 志村

長茂⑥ 7 位 志村ひさ美⑥ 8 位 斉藤勝利⑥ 9 位 

渡辺 大⑤ １０位 小山田治雄⑤  

第１３回石和町清流杯争奪弓道大会 

 石和町清流館弓道場  １８年 １１月 ３日 

とても良い天気に恵まれ、遠的も和気あいあいの内に

行われました。今年も柿を賞品にしましたが、とても好

評でした。また、若い方の参加が多く、優勝者は皆中 

２人あり、全体的にレベルの高い大会でした。          

（石和町 古屋二三男） 

＜団体の部＞ 表彰状と賞品 ８射 

優勝：石和町Ａチーム  坂牧雅夫・石川克己・水上梨

沙 （１８中）２位：甲府市Ｂチーム  坂田茂一・小

岱（こぬた）良子・小松富士子 

３位：富士吉田市Ｃチーム 白須吉人・小山田治雄・斉

藤勝利  ＜近的個人の部＞ ８射  

表彰状と賞品は３位まで、４位からは賞品 

 優勝：水谷哲也 ８中 （南アルプス市）競射による

２位：山下弘行 ８中（山梨市）３位：坂牧雅夫（笛吹

市石和町）４位：斉藤勝利 （富士吉田市） 

５位：佐藤あゆみ（甲府市）＜遠的個人の部＞ 表彰状

と賞品優勝：斉藤勝利 （富士吉田市）２位：雨宮正裕 

甲州市勝沼町）３位：酒井紀夫（都留市） 

町外６８名、町内２２名、お手伝い２名、合計９名の参

加でした。 

南巨摩交流弓道選手権大会（1０月２９日） 
 心配された雨も無く日中はさわやかな秋晴れとなりす

がすがしい気分の中で、みだしの大会が鰍沢大法師公園

弓道場に於いて盛大に執り行われました。3 名一組で競

うこの大会は自分の１射１射が直接チームの成績に影響



することから、選手の緊張感はいやが上にも高まり充実

した大会内容となりました。 

午前9時に開会し午後3時無事全日程を終了し閉

会しました。    （報告 立川 賢） 

男子団体（3名 1組一人 12射計３６射） 

優勝 南部町Ｂ 27中（添田、若林、佐野） 

２位 鰍沢町Ａ 26中（立川、新津、大森） 

３位 南部町Ａ 21中（瀧、 飯野、佐野） 

女子団体（3名 1組一人 12射計３６射） 

優勝 増穂町Ｂ 12中（志村、内藤、梶本） 

２位 増穂町Ａ 11中（秋山、輿石、大川） 

３位 身延町 ８中 （佐野、高野、伊藤） 

男子個人（１２射）優勝 添田利幸 南部町⑪  

2位 佐野茂文⑩南部町 3位 立川 賢 鰍沢町⑨ 

女子個人（１２射）優勝・秋山真紀 増穂町⑦  

2位 稲葉香織 身延町⑦ 3位 伊藤恵子 身延町⑤  

＝弓道愛好家 100名が練習の成果を競う＝ 

第一回上野原市近県下弓道大会 10月 9日  

元山弓連副会長横谷三男先生が『最近日照り続きで果樹

園によくないから、上野原に雨乞いに来た』と挨拶の後

本当に雨が降り出した。雨大会で名を売った当大会でし

たが市制施行を、天も祝うかのように快晴に恵まれ名称

を改め第一回上野原市弓道大会が盛大に開催されました。 

 宮下貞雄会長から『本日は祭り弓道ですあまり肩に力

を入れず本来のお祭り弓道の有様を大切にして存分に楽

しんで下さい』と挨拶があり、ご来賓の各先生方から祝

辞を頂き、団体優勝旗に書かれている『八幡大菩薩』に

ついてお話下さいました。 

 屋島の戦いで那須の与一が馬上から扇の要を射って落

とした時『南無日光八幡大権現』この一箭に真心を捧げ

ます。もし射損じたら・・・・・と祈って射った、正に

一射絶命の一箭だった！！とお話下さり、その後大会の

無事成功を願って、矢渡し（射手 宮下、介添 佐々木、

佐藤）が厳かに行われ競技に入った。又出場者には上野

原名物酒饅頭が振舞われ、尚当日は一日上野原市の CATV

の放送用収録があり選手達はテレビカメラを意識してか

少々緊張気味の様子でした。個人優勝に市長杯が渡され、

水上梨沙さんの８射皆中、納射の的心への束中はお見事

でした。（上野原市弓道会 佐々木 強） 

入賞者は次の通り。 

団体優勝笛吹市 15中 水上梨沙、坂牧雅夫、石川克己 

団体準優勝 上野原市 15中宮嵜梢、富岡雅夫、菊池敏彦 

団体三位 大月市 14中 小泉昌未、早川良寛、天野文蔵 

個人優勝  笛吹市 水上梨沙 8 中 個人準優勝 大

月市 小泉昌未 6中個人三位富士吉田 桑原 良 6中 

高校生の部（個人戦のみ）上野原高校生のみ 

優勝 尾形優輔 準優勝 高荷恭香 三位 長坂 駿 

金的賞 都留市 高部保延 

板割賞 富士吉田 小山田みち子 都留市 竹俣忠州 

富士吉田 小山田治雄 大月市 小泉昌未  

上野原市 上條依里 

寒気の流れる中19時30分に終わる、長い審査 

でした、ご苦労様。合計で344名、北海道からも 

受審者あり、県内からは15名でした。山梨で 

小岱良子・標輝人・土橋亨の 3名が見事合格、 

おめでとう。          （部長 佐野） 

 

 

「編集後記」寄稿いただいた各支部の情報提供お礼申し上げま

す。地域社会武道（弓道）指導者研修会受講報告は紙面の都合

上、次号に掲載いたします。 

 

   平成18年度  (  5回目 176 )   

日時 段級位 受審者 合格者 合計 欠席者 

11/26 査定 75     3 

  ３級     0   

  ２級   2 0   

  １級   55 57   

  査定初段   15     

  初段 22 11 26 2 

  二段 22 12 12 1 

  三段 13 8 8   

  四段 12 6 6   

  合計 144 109 109 6 

    関東錬士臨時中央審査                 

会場(山梨県小瀬弓道場)   11月 19日 

射 場 
申

込 
受審者 

一次

合格 

面接

試験 

二次

合格 
欠員 

第一会場 172 163 15 15 7 9 

第二会場 172 160 14 14 3 12 

審査部報告平成 18年度 ( 4回目 175 ) 

日時 段級位 受審者 合格者 計 欠席 

11/12 査定 39     5 

  ３級     0   

  ２級   3 0   

  １級   26 29   

  査定初段   5     

  初段 9 4 9 1 

  二段 10 2 2   

  三段 6 3 3   

  四段 10 4 4   

  合計 74 47 47 6 


