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平成２６年５月
　       　　山 梨 県 弓 道 連 盟

　　日頃、会員の皆様には年間行事予定にございます各講習会に参加、御協力を
いただき有難うございます。
しかしながら、各講習会において参加者が非常に少なく、時には申込みが３名しかおらず
中止となり、また５名で開催したという現状であります。
このことは、現在の昇段審査の受審数および合格数の少なさに表れているのでは
ないでしょうか。
　　会員数が年々減少しそれに加え現高段者の高齢化とその後を引き継ぐ高段の合格者は
年に２,３名という現状では今後の危惧と寂しさを感じてなりません。
「若者よ、もっと頑張れ！」と思うのです。

　　射技自体は本人の努力に依るものが大きいと思うのですが、入退場や体配の所作は
各支部の道場では本番と同じ動作がなかなか出来ないものなので、この小瀬で行われる
講習会をもっともっと活用していただきたいと思うのです。
審査が行われる小瀬弓道場でその日に組んだ５名の仲間と何度も何度も入退場や体配を
繰返し、全ての動作がぴたりと揃わなければ、県外の審査で知らない者同士が
息を合わせる事等、到底できるはずがありません。

　　以前は年間９回あった講習会も厳寒期や酷暑期には参加者が非常に少なく現在は
年間６回になってしまっております。そこで三段以下・四、五段・称号者の各２回の講習会を
段位別の枠をはずしてこの６回の講習会を誰でも参加できる講習会にしてほしいとの意見
が有り、理事会に計った上で試験的に６月２９日の伝達講習会を無段から教士七段まで
誰でもが受講できる講習会にしてみたいと思っております。
低段者は高段者の射や体配をみて己の勉強や方策を学び、高段者は低段者のお手本
となるような射や体配の確認や自己の引き締めの場とし、また低段者への指導力の増大を
計る場となることと思います。
当日の参加料は一律２０００円ですが、今後、参加者が増えていけば値下げすることも
考えられると思います。

　　会員の皆様、どうかこの講習会を利用して一段アップを目指して下さい。
各支部長さんには支部員の皆様に積極的なお声掛けをいただいて山弓連を盛り立てて
下さい。どうか、どうか切にお願い致します。
尚、この伝達講習会は山梨を代表して関東南部講習会等に参加された方々が教授された
技能知識を会員の皆様に教え伝えていく大切な講習会です。
多くの方々の御参加を重ねてお願い致します。 以上

山弓連会員各位へ
       指導部長　　 小林　源治



第６６回山梨県高等学校総合体育大会 兼  

第５８回関東高等学校弓道大会県予選 

 ５月７日（水）～８日（木）に、表記大会が行われまし

た。今大会は全体的にレベルが高く、特に男子では好的

中が続きました。男子団体の富士北稜高校は高校総体初

優勝を飾りました。また準優勝の巨摩高校は予選 1回戦で

12射12中を達成しました。 

 女子団体では甲府商業高校が予選を４位通過した後、

決勝トーナメントで的中を上げていき、見事優勝に輝き

ました。個人戦では男女とも優勝者は 12射12中。両名と

も大会を通じて１本しか外しておらず、特に男子の渡邊

君は32射31中でした。 

６月７・８日に関東大会が神奈川県で開かれます。山

梨県勢の活躍を大いに期待しています。大会結果は次の

とおりです。 山梨県立 日川高等学校 青野孝文 

男子団体 優勝  富士北稜Aチーム 

     準優勝 巨摩Bチーム 

     第３位 甲陵Aチーム 

女子団体 優勝  甲府商業Aチーム 

     準優勝 吉田Aチーム 

     第３位 富士河口湖Aチーム 

男子個人 優勝  富士北稜 渡邊 亮（12射12中） 

     準優勝 巨摩   望月龍吾（12射11中） 

 第３位 甲陵   堤 和真（12射11中） 

女子個人 優勝  巨摩   野田優果（12射12中） 

     準優勝 巨摩   石川 舞（12射11中） 

     第３位 吉田   舟久保祐里（12射10中） 

 

連合審査 県内合格者（５月１１日）  

五段 神田津由美（大月） 

審査合格発表（２６年５月１８日） 

 

 
 

 

 

 

西堀審査部長コメント 

審査申込について・旧審査申込書を使用したものが

有り、新しいものを提出してもらいましたが 

ID番号が記入されていなくて県連盟に加入がなされ

ていなかったので審査日前日にやっと整いました 

また、支部長承認、学校責任者承認欄に支部名、学

校名を記入してほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

審査名称
審査月日 平成26年5月18日

氏　　名 合格段位 所属支部（学校名）
1 勝俣　雄斗 初段 吉田２年
2 渡邊　貴将 初段 吉田２年
3 渡邊　瑠奈 初段 吉田２年
4 小宮山　翔 初段 山梨２年
5 田邉　なつほ 初段 吉田２年
6 近江　京香 初段 吉田２年
7 小池　未称 初段 甲府昭和３年
8 一志　瑠奈 初段 甲府昭和３年
9 今澤　汐音 初段 甲府昭和３年
10 日向　彩音 初段 甲府昭和３年
11 金本　佳祐 初段 富士吉田支部
12 中軽米　大和 初段 富士吉田支部
13 小林　一三 初段 富士吉田支部
14 糸井　峻 初段 甲陵２年
15 大柴　海斗 初段 山梨２年
16 代永　聖深 初段 笛吹２年
17 青木　好辰 初段 山梨大二年
18 日向　仁美 初段 韮崎２年
19 外川　蒔野 初段 吉田３年
20 渡邊　誠也 初段 吉田３年
21 池谷　茜里 初段 吉田３年
22 中澤　滉明 初段 吉田３年
23 岸川　千紘 初段 吉田３年
24 宮下　智帆 初段 吉田３年
25 小泉　真生子 初段 吉田３年
26 西室　千郁 初段 上野原３年
27 髙田　望美 初段 韮崎３年
28 千野　俊春 二段 甲陵２年
29 中澤　真紀 二段 甲陵２年
30 寺島　未歩 二段 甲陵２年
31 渡邉　慧 二段 甲陵２年
32 組澤　寛人 二段 甲府支部
33 名古屋　由佳 二段 甲府支部
34 羽田　珠実 二段 山梨大医二年
35 古屋　朱理 二段 富士河口湖２年
36 竹内　甲 二段 山梨大医二年
37 杉田　直樹 二段 富士北稜３年
38 高根　都季 二段 吉田３年
39 亀田　航太 二段 吉田３年
40 白井　佳奈 二段 吉田３年
41 大森　仁 二段 富士北稜３年
42 柴田　美優花 二段 吉田３年
43 高野　七海 二段 吉田３年
44 羽田　梨花子 二段 吉田３年
45 宮下　沙希 二段 吉田３年
46 舟久保　祐里 二段 吉田３年
47 武井　真理子 二段 山梨支部
48 齊藤　利仁 三段 信州大学二年
49 佐野　好子 三段 都留支部
50 井口　亜以里 三段 山梨大医四年
51 西尾　友宏 三段 信州大学二年
52 渡辺　松夫 三段 甲府支部
53 佐藤　智子 四段 山梨大学医四年
54 亀井　智貴 四段 信州大学二年
55 曦　英訓 四段 大月支部
56 堀江　史俊 四段 山梨大学医四年
57 中村　悠里子 四段 信州大学四年
58 渡辺　正樹 四段 富士吉田支部

（初段以上を掲載）

審　査　合　格　者
山梨県地方審査

段級位 受検者数 種　別 合格者数 欠席数

一　級 9
初　段 13

初　段 22 14 2
二　段 31 20
三　段 13 5 1
四　段 13 6 1
合　計 101 67 4

第２１３回地方審査
平成26年5月18日

無指定 22


