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全日本選手権大会関東予選会 

関東選抜選手権大会 県代表           

○ 全日本選手権大会関東代表決定大会出場選手 

男子 佐野辰巳、芦沢茂幸、松田恭昭、古屋浩元 

（補）望月勝男 

女子 望月孝美、中村秀子、小岱良子、佐野弥生 

○ 関東選抜選手権大会出場選手 

称号者 深沢武重、京ヶ島俊人、中込実、標輝人、 

    若林年久（補）内藤幸雄 

有段者 細野晃史、萩原英寿、渡辺幸太、上条剛央、 

    坂牧雅夫、（補）藤原直幸 

国体選手決定 
第６４回国民体育大会関東ブロック派遣選手 

少年男子       （少年総監督、風間久幸） 

選手 １、橋本祐樹（石和）３年 

 ２、宮川智貴（城西）３年 

 ３、樋泉清人（甲商）３年 

（補欠） １、居也勇貴（白根）２年 

 ２、菊池浩太（石和）２年 

監督、松田頼樹（白根）コーチ 小沢美香（城西） 

少年女子 

選手 １、根津里美（甲商）３年 

 ２、安藤優里（北陵）３年 

 ３、秋山未来（巨摩）２年 

（補欠） １、小泉 茜（甲商）２年 

 ２、滝口和香子（桂）２年 

監督、青野孝文（桂） コーチ、小林弘子 

成年女子 

選手 １、河西映里（南ア） 

 ２、大野陽子（甲府） 

 ３、佐野弥生（甲府）（兼監督） 

（補欠） １、野矢晴香（甲府） 

２、星  歩（南ア） 

成年男子 

選手 １、渡邉幸太（吉田） 

 ２、細野晃史（甲府） 

 ３、中込 実（南ア）（兼監督） 

（補欠） １、上条剛史（上野原） 

 ２、中澤国弘（甲府） 

第３０回あやめ祭り弓道大会 

平成２１年５月１０日（日）殿原弓道場 

今年は「あやめ」がきれいに咲きそろった気持ちのよ

い五月晴れのもとで大会を迎えることが出来ました。

遠くは埼玉から９名、県下全域より８２名の参加があ

りました。競技は近的８射、遠的８射計１６射を個人

戦で行いました。 

成績（表彰は１０位までですが、５位まで掲載します） 

近的 １位 渡辺秀幸８中（富士吉田）２位白須吉人 

６中 ３位 井上悦男６中（都留市）４位 高部安延

（都留市）６中 ５位 小澤重平（増穂） 

遠的 １位 渡辺秀幸７中（富士吉田）２位 曽根豊

６中 ３位 秋山真紀５中（増穂町）４位 長澤菊雄

５中（中条支部）５位 土橋亨４中（増穂） 

（増穂町弓道部部長 米長朝喜） 

｛叙勲｝危険を伴う仕事に長年励んできた人を 

対象に叙勲されました。 
瑞宝双光章 松田恭昭 （矯正業務） 

甲州市体育功労賞 

平成２１年４月１１日甲州市体育協会総会において 

上野捷利氏が甲州市体育功労賞を受賞されました。 

上野捷利 氏は 

昭和３５年から弓道を始め、同５１年 五段取得 

同５６年 錬士取得 平成１９年 六段取得 

弓歴は５０年にも及び今日も続けておられます。 

その間昭和５０年より勝沼町弓道部の初心者教室を開

き今日まで指導に当たり、数多くの弓道人を育成して

きました。甲州市となった現在も教室で指導に当たっ

ております。山梨県弓道連盟の役員を努められ、弓道

発展にご活躍なされております。これらのことが評価

され受賞されました。（甲州市支部長森岡博文） 

山梨県中学校弓道選手権大会 

平成２１年５月３０日 小瀬武道館弓道場 

当日は天候にも恵まれ、多くの観客もいらっしゃいま

して無事に終えることが出来ました。参加校は１０校

と少なかったわけですが、参加人数は例年と変わらず、

１００名を超えました。ただ、少しですが、昨年まで

と比べてレベルが落ちたかなと思われます。昨年まで

はだいたいトップが２０中前後でしたが、今年は優勝

校でも１３・１２中と低迷してしまいました。各校と

も、もっと気合を入れねばと思っているところであり

ます。 



成績 

男子団体 第１位 下吉田中（梶原・加々美・川村） 

１３中 

第２位 石和中（小林・上野・小池）１２中 

第３位 増穂中（熊王・細川・松七五三）１０中 

女子団体 第１位 河口湖南中（宮下・渡辺・藤巻）

１２中 

第２位 増穂中（井上・加藤・望月）１０中 

第３位 甲陵中（相田・青木・細田）１０中 

男子個人 第１位 川村知輝（下吉田中）７中 

第２位 細川尋史（増穂中）６中 

第３位 上田眞叶（田富中）６中 

女子個人 第１位 武川夢加（石和中）７中 

第２位 宮下玲奈（河口湖南中）６中 

第３位 加藤 葵（増穂中）５中 

○ なお、小中体連から離れますが、全国弓道連盟主

催の全国大会に団体個人の優勝者・優勝チームが

出場します。 

下吉田中（梶原・加々美・川村） 

河口湖南中（宮下・渡辺・藤巻） 

川村知輝（下吉田中） 

武川夢加（石和中）     （報告 河西正和） 

北口本宮富士浅間神社初申祭弓道大会 

平成２１年５月５日  （報告五味光仁）

雨天の為4射のみ実施、板割・金的を実施 

参加者数 中学・高校生 ５５名 一般 ５５名 

（表彰は１０位ですが、５位まで掲載します） 

中学・高校の部 
優勝 羽田 拓矢 （富士北稜高校） ４射４中 

準優勝 天野 里沙 （富士北稜高校） ４射３中 

３位 長田  萌 （吉田高校） ４射３中 

４位 中村 雄大 （吉田高校） ４射３中 

５位 加藤 千裕 （吉田高校） ４射３中 

一般の部 

優勝 伏見 泰孝 （富士吉田） ４射４中 

準優勝 渡邊 幸太 （富士吉田） ４射４中 

３位 渡邊 英幸 （富士吉田） ４射４中 

４位 小山田みち子 （富士吉田） ４射４中 

５位 白須 吉人 （富士吉田） ４射３中 

第１８回甲府市長杯争奪県下弓道大会 

平成２１年６月７日（日）青葉弓道場 

参加人数 ８０名 

矢道の芝生が青々と目にまぶしく、また道場の名

にもふさわしく、欅の青葉に囲まれ、第１８回甲府

市長杯争奪県下弓道大会開催されました。今大会は、

高校生の関東大会が小瀬弓道場行われ、日程が重な

った為、高校生の参加が１校と多少の寂しさもあり

ましたが、盛大に行われました。 

今大会は開催支部甲府が団体個人共に上位を占め、

いささかお客様に申し訳ない思いがいたしましたが、

久方ぶりですので、お許し願いたく存じます。 

高校の部 個人 （８射） 

１位 望月雄太（昭和高校）７中 ２位 古屋恭祐

（同）４中 ３位 秋山佑哉（同）１中  

一般の部 団体 市長賞（２４射） 

１位 甲府F １６中（新藤、中澤、西堀） 

２位 富士吉田１６中（白須、舟久保、桑原） 

３位 甲府E １５中（井上、野矢、細野） 

４位 甲府A １５中（豊田、渡辺、橋本） 

５位 山梨学院１４中（平沢、国生、窪田） 

一般個人の部 甲府市議会議長賞（８射） 

（表彰１０位 掲載５位迄） 

１位細野晃史（甲府）８中 ２位中澤国弘（甲府）

７中 ３位酒井紀夫（都留）７中 ４位小岱良子（甲

府）７中 ５位山下弘行（山梨）７中 

（同中は競射による）         （新藤） 

第６１回山梨県高校総体 

平成２１年５月１４日（木）小瀬弓道場 

男子団体優勝 吉田高校 準優勝 甲府昭和高校 

３位 富士北陵高校 ４位 甲府商業高校 

女子団体優勝 甲府商業 準優勝 巨摩高校 

３位 富士北高校 ４位 甲府南高校 

男子個人 優勝 田村和也（甲府工）２位 樋泉清

人 ３位 松山昌平（甲府南） 

女子個人 優勝 根津里美（甲府商）２位 小林由

実 ３位 鮫田絵里（甲府南） 

第５１回全国高等学校総合体育大会弓道大会県予選 

平成２１年６月２１日（日）小瀬弓道場 

男子団体１位 甲府工業（全国総体出場）     

２位 吉田 ３位 石和 ４位 北杜 

女子団体１位 富士北陵（全国総体出場）     

２位 巨摩 ３位 甲府商 ４位 韮崎 

男子個人 １位 加藤千裕（吉田）（全国総体出場） 

２位 羽田直彌（吉田）（全国総体出場） 

女子個人１位 渡辺茉衣（富士北陵）２位 秋山未

来（巨摩）（全国総体出場）３位 望月菜央（全国総

体出場） 

 

（編集後記）発行時期と大会開催時期の違いで、記事に鮮

度の違いがあります、ご了承下さい。（新藤） 


