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第６２回山梨県体育祭り弓道競技 

平成２１年９月１３日（日）小瀬武道館弓道場        

快晴の弓道日和に各地区代表として日頃の練習結

果を発揮し地域に貢献するため目標を高く試合に臨

み、関東選抜大会に各地区から出場する選手がある

にも関わらず、成績はレベルが高く、緊張した大会

となりました。 

市の部男子（射数４０射）（以下同中は競射決定） 

優勝：富士吉田市 ２８中 

（伏見康孝、渡辺英幸、羽田穂高、桑原良、白須吉人） 

２位：   甲府市２８中 

（豊田浩正、高橋恭平、雨宮敬典、中澤国弘、西堀泰弘）  

３位：   笛吹市２３中 

 （標哲也、岩柳一誠、佃重登、市川明、長田長久） 

市の部女子（射数２４射） 

優勝： 上野原市 １４中 

（山口知也、三石真由美、宮崎梢） 

２位：  韮崎市  ９中  

  （内山いずみ、茂木ふじ江、大村沙紀） 

３位： 北杜市 ８中 

  （小林睦美、広瀬明美、古屋はるみ） 

町村の部男子（射数２４射） 

優勝：市川三郷１２中 

  （藤原正徳、伊藤弘、渡辺司）  

２位： 身延１２中 

  （遠藤祐史、伊藤正己、笠井栄） 

３位： 南部 １１中 

  （添田利幸、馬目泰行、佐野茂文） 

町村の部女子（射数２４射） 

優勝： 増穂 ６中 

（秋山真紀、内藤光子、志村茂美） 

２位： 身延 ４中 

（伊藤恵子、高野光子、千頭和公代） 

 

個人戦成績・市の部男子    

 優勝 中込実 ８中   

 ２位 白須吉人 ７中 遠近 

 ３位 中澤国弘 ７中 遠近 

個人戦成績・市の部女子    

 優勝 宮崎 梢 ６中   

 ２位 小林睦美 ５中 遠近 

 ３位 三石真由美 ５中 遠近 

個人戦成績・町村の部男子    

優勝 藤原正徳  5 中 ○  

２位 伊藤正巳  5 中 ×遠近 

３位 舟久保正一  5 中 ×遠近 

個人戦成績・町村の部女子    

優勝 志村茂美  3 中 ×○  

２位 秋山真紀  3 中 ××  

３位 千頭和公代  2 中   

 

国体選手壮行射会、ブロック別対抗戦 

自分も出場する気持ちですばらしい試合をしてほ

しいと、天野会長が挨拶され、国体出場選手を激励

に各地区より出場した選手が日頃の練習成果を出す

べく、全力を尽くし臨んだ試合でした。 

平成21年9月20日（日） 

小瀬武道館弓道場 

参加チーム 9チーム 

参加人員 45名 

成績 団体の部 

射数 一人８射 合計１チーム４０射 

優勝 甲府Aチーム 23中 

2位 大月  22中 

3位 南アルプス 20中 

個人の部        競  射 

優勝  中込実 7中○○○○ 

２位 細野晃史 7中○○○×遠近競射 

３位 上条剛史7中○○○×遠近競射 

４位 篠崎 亮7中 × 

５位 志村明美6中 6中者4名遠近競射 

10位 依田侑子５中  5中者4名遠近競射 

20位 上田靖人4中 4中者7名遠近競射 

平成２１年度山梨県弓道連盟審査部報告 

平成２１年８月３０日（日）小瀬武道館弓道場 

段級種別 受審者 合格段級位 合格者数 備考 

査定受審者 １７ 三級合格者 0  

  二級合格者 0  

  一級合格者 9  

初段受審者 １７ 初段合格者 17 査定初段７ 

二段受審者 １２ 二段合格者 9  

三段受審者 ３ 三段合格者 2  

四段受審者 ３ 四段合格者 1 欠員１ 

合計 ５２ 合計 38  



平成２１年５月２４日（日）小瀬武道館弓道場 

段級種別 受審者 合格段級位 合 格 者 数 備考 

査定受審者 ２１ 三級合格者 １  

  二級合格者 ４  

  一級合格者 ５  

初段受審者 １９ 初段合格者 ２０ 査定初段７ 

二段受審者 ２３ 二段合格者 １３  

三段受審者 １３ 三段合格者 ５  

四段受審者 ２ 四段合格者 ０ 欠員１ 

合計 ７８ 合計 ４８  

審査部長 佐野辰巳 

峡南地区弓道交流大会 

合併が進んでいる峡菜南地区ですが弓道を愛する

皆さん多数参加され盛大に射会が行われました。結

果は次のとおりです。 

日時 平成21年７月2６日午前９時～ 

会場 増穂町殿原弓道場 

参加者 南部町、身延町、鰍沢町、市川三郷町、 

増穂町 

競技 四ツ矢三回 計１２射 

表彰 団体、個人、とも上位３名の的中数による。 

 団体、個人、とも１位～３位表彰 

団体の部 １位 南部町   ２４中 

 ２位 増穂町 １８中 

３位 鰍沢町 １７中 

個人の部１位 佐野茂文 （南部町）１０中 

２位 望月繁実   （鰍沢町）  ８中 

３位 渡邉 誠  （増穂町）  ７中 

（増穂支部長 米長朝喜） 

第５５回 大月市市制祝賀弓道大会 

平成21年８月2日   （報告：大月支部 鈴木） 

毎年、真夏の暑さの中で開催されるこの大会も、

今年は時折激しく降る雨のため幾分涼しく感じられ

ましたが、県内外から６６名もの弓友に参加して頂

き、気温とは反して熱戦が繰り広げられました。上

位争いは、近年のこの大会では見られなかったレベ

ルの高い争いになり、８射皆中者もあり、大変盛り

上がった大会になりました。（報告 大月 鈴木） 

団体戦（３人１組一人８射） 

優勝：大月 A １７中（小泉昌未、早川良寛、岩崎

寛）２位：上野原 A１５中（中村寿明、横瀬和紀、

上条剛央）３位：千代田 １４中（土屋勝彦、増田

史恵、大野博）個人戦（４ツ矢２回計８射）優勝：

早川良寛（大月） ８中 ２位：土屋勝彦（千代田）

７中３位：山下弘行（山梨） ７中 

個人戦表彰は２０位まで、３位まで掲載します。 

第７回浅利与一義成公顕彰弓道大会 

平成21年9月５日（土）主催：中央市教育委員会 

主管：中央市弓道部 

中央市浅利与一弓道場において『第７回浅利与一

義成公顕彰弓道大会』が開催されました。平安時代

終わりから鎌倉時代にかけて当時の旧豊富村地区一

帯を治めていた浅利与一義成公は、源平合戦での弓

の名人として「左奈田与一」「那須与一」とともに「三

与一」と呼ばれ活躍した甲斐源氏の一族としてたい

へん武勇の譽高い武将でした。その与一公祭りの一

環として、今年も参加９９名とたくさんの弓道愛好

家が集い、日頃の練習の成果を披露し合い、交流を

深めました。前夜の雷雨により、用意されたテント

２張りが破壊されるというアクシデントがあったも

のの当日は絶好の弓道日和に恵まれ四矢二回計８射

で競技が始まり優勝者は７中者、２位から１０位ま

では６中者は１１名での遠近による競射により順位

確定になりました。 

優勝：坂牧梨沙（笛吹）準優勝：渡邉裕介（甲府）

３位：渡邉大（富士吉田）４位：雨宮敬典 ５位：

酒井紀夫 ６位：桑原良 ７位：幡野征司 ８位：

曾根豊 ９位：坂牧雅夫 

１０位：小澤重平   （中央支部長 青島 勉） 

いきいき山梨ねんりんピック 

平成21年9月2７日（日） 

小瀬武道館弓道場 天気：曇り穏やか 参加人数：２９名 

地域の行事と重なり参加人数が２９名とやや寂しい大会

となったが、天野会長の、年齢を重ねると筋力は次第に衰

えるが、弓道では、「気は技に優先する」と言われている、

気力ですばらしい大会にして下さい、の挨拶に始まり、会

長の矢渡しで、緊張した大会が開催されました。 

試合後、古屋副会長が、競射の成績は例年よりレベルは

高く、年齢を感じさせない溌剌とした射が見られました、

と講評されました。人数の関係で、一人射数１２射で行射

し、各自十分に弓を満喫した試合となりました。 

成績 

優勝：石川光造（中央市） １０中 

２位：高部保延（都留市）  ９中遠近競射 

３位：佐野辰巳（南部町）  ９中遠近競射 

（参考）（１２射）１０中者：１名 ９中者：２名  

８中者：３名 ７中者：３名 ６中者：２名  

５中者：５名 ４中者：３名 


