山 弓 連平成２２年 ７月
第６５回国民体育大会
関東ブロック大会
派遣選手
（高校総監督・風間久幸・甲府昭和）
少年男子
選手 １、末正 拓 （甲 陵）
３年
２、小林 瑞樹（石和・笛吹）２年
３、野口 直人（北杜）
３年
補欠 川合 豊（石和・笛吹）２年
監督・標 輝人（甲府一高）
コーチ・浅井 元（笛吹）
少年女子
選手 １、渡辺 茉衣（富士北陵）３年
２、小泉 茜 （甲府商業）３年
３、秋山 未来（巨摩）
３年
補欠・宮下 凌瑚（富士北陵）３年
監督・中沢 友二（富士北陵）
コーチ・雨宮 真哉（富士河口湖）
成年男子
選手 １、渡邉 幸太（富士吉田）
２、上条 剛央（上野原）
３、中込 実 （南アルプス）
補欠・長沢 和久（南アルプス）
中澤 国弘（甲府）
監督・中込 実（南アルプス）
コーチ・深沢 勇（南アルプス）
成年女子
選手 １、河西 映里（南アルプス）
２、大野 陽子（甲府）
３、根津 里美（笛吹）
補欠・梶原 久美子（笛吹）
渡辺 純子（中央）
監督・大野 陽子（甲府）
コーチ・佐野 弥生（甲府）
主任強化コーチ 深沢武重（南アルプス）

遠的大会（兼）全日本遠的大会代表選考会
平成２２年７月１１日（日）
小瀬武道館弓道場
射数 四矢 ２回 計８射
高校の部

優勝・小林瑞樹（石和高校）初段
６中
２位・野口直人（北杜高校）初段
４中
３位・小泉 茜（富士北陵高校）二段 ４中
有段者の部
優勝・中沢国弘（甲府）
五段 ８中 ○○
２位・渡部幸太（富士吉田）四段 ８中 ○×
３位・大野晃史（甲府）
五段 ７中
称号の部
優勝・菊池俊彦（教職）
錬士六段 ４中
２位・深沢武重（南アルプス）教士六段 ３中
３位・西堀泰弘（甲府）
教士六段 ３中

第４６回全日本女子弓道大会（東日本の部）
平成２２年６月６日（日）
茨城県武道館弓道場に於いて開催されました。
参加者・５００名
山梨県からは１３名の出席でした。
出席者
秋山照美、標 衣枝、望月孝美、
（称号の部）
伊藤由香里、進藤美沙、古屋直子、
（五段の部）
大野陽子、菊嶋喜代子、芳賀なお美、梶原久美子、
河西映里、曽根敦子、雨宮愛、
（三，四段の部）
入賞者
五段の部
古屋直子 ５位（４ツ矢皆中）射詰
三，四段の部 河西映里 ４位（４ツ矢皆中）射詰
二人とも素晴らしい射形で堂々の入賞でした。
山梨県の名を高めることが出来ました。
来年は秋田県で開催されます、山梨県から一歩出て
多数の弓友達と交流しお互いに技を確かめる良い機
会です。皆で同行出きる様に交通方法等を考えます
のでふるって参加をお願い致します。
（女子部長・標 衣枝）

山梨県教職員弓道大会
期 日 平成２２年５月２２日（土）９：００～
会 場 緑ヶ丘スポーツ公園体育館弓道場
参加者
１１名
結 果
優勝
坂本雄輔（甲府城西高校）
２位
中沢友二（富士北稜高校）
３位
標 哲也（春日居小学校）
教職員弓道大会は、毎年、県の総合体育大会が終
了し、高校弓道部顧問の先生が一息つけるころを見
計らって開催されています。今年の大会には、例年
より少し少なめですが、初参加の若い３名の先生方
を含め１１名が参加しました。
日ごろ、生徒・児童の指導に奔走する中、自分の
弓を引く時間がなかなかとりづらく、練習不足の感

が否めないところもありましたが、それぞれ一生懸
命の行射をしてもらいました。優勝は甲府城西高校
弓道部顧問の坂本雄輔先生でした。初出場で初優勝
です。若い力の登場に心強さを感じました。
試合後、相互研修の時間をとり、体配や射法につ
いて互いに教えあい学びあうことができました。
以上、大会の結果を報告します。
教職員支部
支部長 菊池敏彦

２４年には中学校で武道の一つとして弓道も必
須科目となっています。その子供たちが大人になっ
ても弓道を続けたくなるような地域であって欲しい
と思います。
（身延支部長 望月勝男）
第５５回全国高等学校総合体育大会
山梨県予選（兼）室井旗争奪弓道大会
平成２２年６月２０日 小瀬武道館弓道場
男子・団体決勝リーグ戦

峡南地域弓道交流大会の発足と経緯
平成２２年６月２０日に峡南地域（前期）弓道交
流が身延町下部弓道場で開催されました。この大会
の前身は南巨摩郡の大会として約半世紀５０回以上
続きました。最初の頃は県大会への出場選手を決め
る重大な大会でした、その後県大会へは各町ともス
トレート出場となり現在も続いております。
昭和５０年ごろから山梨県では国体開催を控えてか、
郡の大会は各町を輪番で開き盛んに活動して来まし
た。その延長で発展し増穂町のあやめ大会、鰍沢町
のさくら祭り県下弓道大会へと現在も活動されてお
ります。平成２０年に教育委員会連絡協議会（郡の
大会の主催）が解散することなり、今後は大会を継
続するか、止めるかは各スポーツ専門部で決めて欲
しい、ということになり、郡の弓道大会も止めよ
う、
、
、
、との意見を言う弓引きもおられましたが、大
勢の熱心な弓を愛する人たちによって、西八代郡に
呼びかけ、南巨摩郡と西八代郡で峡南地域弓道連盟
を２０年に発足させ、
２１年度に第一回峡南地域
（前
期）弓道交流大会を増穂町（現富士川町）
、後期大会
を鰍沢町（現富士川町）で開催しました。そして第
２回峡南地域（前期）弓道交流大会を６月２０日に
身延町下部弓道場で盛大に開催しました。中澤利正
範士八段の巻藁射礼、
第一介添に大村利正教士六段、
第二回添に上田義喜三段の替弓を持っての入場、初
めて観る人がほとんどで、巻藁に甲矢が離され「ヤ
ー、
、！」という大きな力強い発声にビックリしてお
りました。
今度の町村合併によって、身延、下部、中富が一
つの町となり身延町になりました。
どこの町も活動していくのに困難もありますが、富
士川町も鰍沢町も南部町も一つの町として発展して
いく過程の試練として受け止め活動していかなけれ
ばならないと思います。弓道は修行道にも似て地味
なスポーツであり、射芸でもあると思います。一人
一人があなた任せではなく、向上心と目的をもって
活動しなくては、部はたちまち衰退し消滅するでし
ょう。
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全国高等学校総合体育大会出場高、出場者
男子
《団 体》 甲府工業高校
《個人戦》 中村哲也（巨摩高校）
深澤啓太（農林高校）
女子・団体決勝リーグ戦
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全国高等学校総合体育大会出場高、出場者
女子
《団 体》 巨摩高校
《個人戦》 渡辺茉衣 （富士北杜陵）
菊嶋友里 （山梨）
【編集後記】
今年の酷暑は特に暑さが身にこたえます、ご自愛の
上、弓の道に励んでいただきたいと思います。
峡南地域弓道交流大会の寄稿、興味深く読ませてい
ただきました、地域における苦労が偲ばれます、今
後の発展をご期待申し上げます。
（新藤）

