
 

 

 

 

 

（全弓連発２６-５４号 転載） 

地連会長 各位          

公益財団法人 全日本弓道連盟 

会 長 石 川 武 夫 

希少野生鳥類の羽根を矢の取り扱いについて 

標記の件については，既に全弓連２３－１４０号

「密猟された猛禽類（希少野生鳥獣）の羽根を使用

した矢羽の件」により貴地連に対し、協力を要請し

たところです。その後の本連盟の調査によりますと

密猟された猛禽類は当然のことながら、その他の希

少鳥類の羽根の取り扱いに関しても尚一層の検討が

必要となっています。我々としても関係法令を遵守

するべく認識を改めていかなければならないと痛感

しております。 

本連盟ではこの問題に関し、外部有識者も含めた

委員会を設置し、矢羽の使用に関する準則等を制定

すべく検討を開始しておりますが、本趣旨をさらに

徹底していくべく当分の間、「法令に定められた希少

野生鳥類（別紙一覧）の羽根を用いた矢の使用を自

粛することにいたしました。 

つきましては、貴地連におかれましても、会員に

この趣旨を十分に徹底され、適切な指導をされるよ

う重ねて要請します。 

「八十五歳斎藤さん」バンザイ！！ 

「斎 藤 美 隆  四 位 入 賞」 

平成２６年⒎月２０日（日） 

第１３回明治神宮崇敬会全国大会が行われました。 

山梨県チーム 市川・斎藤・佐野の三選手が参加、

今年で３回目の参加である、全選手が揃って九時よ

り神社本殿に参拝してから開会式を行い、十時より

試合開始、団体戦は全国から５８団体が参加、一回

線は各自一手に買い、上位１６チームを選出、二回

戦入って一回の的中制八チームが選出、三回戦は的

中上位４チームにより順位決定戦が行われる。 

山梨県チームの合計段数は１７段、年齢は２３８歳

で望んだ、１回戦は１２射７中で山梨は予選通過、

２回戦進出１６チームの仲間入り、２回戦は上位８

チーム１手で的中以上が３回戦に進んだが、３中で

惜しくも敗退、次の個人戦は３部門に別れて実施、

各自４射で３中以上が予選通過、３段以下・４段５

段・称号者と別れそれぞれが技を競った、４、５段

の部で斎藤選手が ３中以上が予選通過、射詰競射と

なり１本で予選通過、２回戦も的中、３回目も的中

し５人の中に入り決勝に駒を進め射詰競射となり、

次の一本を落とし総合４位となった。 

大会の表彰には団体賞・個人賞・敢闘賞・特別射道

優秀賞・高齢者賞等の賞状・メタル・並びに副賞弓

具製品が入賞者の全員に数多く送られる、その中で

斎藤美隆選手は第４位となり・賞状・盾・メタル・

副賞品が授与された、それも１昨年に引き続き山梨

の名を轟かせたのは、朝４時起をして練習し、その

まま大会に臨んだ成果が本大会の最高のMVPである、 

射道優秀賞も獲得したのは八十五歳である高齢者に

も関わらず驚かされた、後に続くを信ず。 

（報告・佐野辰巳） 

大月市制６０周年記念祝賀弓道大会 

８月３日（日）厳しい暑さの１日でありましたが、

県内外の弓道愛好家６０余名が集い日頃の練習成果

を披露し盛大に実施されました。 

団体の部３位までの入賞、個人の部２０位まで入賞

としました。 

弓道場は、福生寺の境内にありますが、寺院のご好

意により、本堂、釈迦堂を休息・更衣室に使わして

いただきました。寺院並びに弓友の皆様のご協力誠

にありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

富士川支部・弓道教室・報告 

平成26年度弓道教室が参加者大人、中学生の１５名

で８月１９日～２３日迄殿原弓道場に於いて行いま

した、初めて弓を持った人や学生時代に弓道を経験

した皆さんもいました、今後これを機会に弓道部に

入部してくれる事を願っています。指導していただ

いた部員の皆様大変ご苦労様でした。 

（富士川町弓道部 米長朝喜） 

山 弓 連平成２６年９月 

（平成２６年度第４号） 

 

優勝 富士吉田チーム 渡辺昌彦 桑原良 渡辺正樹

２位 山梨チーム 中村昌夫 古屋直子 山下弘行

３位 浜町チーム 山口利幸 樋口清隆 月井友子

優勝 和智一雄 ６位 山下弘行

２位 青島勉 ７位 酒井紀夫

３位 渡辺正樹 ８位 古屋直子

４位 渡辺律子 ９位 豊田浩正

５位 若杉年久 １０位 渡辺昌彦

○     団体の部

○     個人の部



高校の部
順位 氏名 学校名 学年 的中数
優勝 渡邉　亮 富士北陵 ３年 5
２位 渡辺玲菜 富士北陵 １年 3
３位 荒井智博 富士北陵 ２年 2

４段以下の部
参加申込数 １６名 参加者数 １５名

氏名 支部名 段位 的中数
優勝 上条剛央 上野原 四段 4 ○
２位 内藤一貴 北杜 四段 4 ×
３位 青島　勉 中央 四段 3

五段以上
参加申込数 １７名 参加者数 １６名

氏名 支部名 段位 的中数
優勝 中澤国弘 甲府 五段 8
２位 渡辺幸太 富士吉田 五段 6
３位 渡辺元樹 富士吉田 五段 5

射数　４矢２回　計８射

団体成績
市の部 男子 市の部 女子
順位 市名 順位 市名
１位 富士吉田市 27 １位 笛吹市 14
２位 上野原市 25 ２位 南アルプス市 10
３位 甲府市 23 ３位 甲州市 8 競射

４位 中央市 22 競射 ４位 山梨市 8 競射

５位 南アルプス市 22 競射 富士吉田市 7
６位 山梨市 19 中央市 7
７位 大月市 18 大月市 7
８位 韮崎市 16 北杜市 5

笛吹市 15 甲府市 5
甲斐市 15 韮崎市 3

１１位 甲州市 13 甲斐市 3
北杜市 11 １２位 都留市 1
都留市 11

町村の部 男子 町村の部女子
順位 町村名 順位 町村名
１位 市川三郷町 10 競射 １位 昭和町 6
２位 南部町 10 競射 ２位 富士川町 5
３位 昭和町 8 競射 ３位 身延町 4
４位 山中湖村 8 競射 ４位
５位 富士川町 7 ５位
６位 富士河口湖町 6 ６位
７位 身延町 3 ７位
８位 ８位

９位

１２位
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中
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数

的

中

数

個人成績
市の部 男子 市の部 女子
順位 氏名 市名 順位 氏名 市名
１位 羽田穂高 富士吉田 8 １位 小泉　茜 笛吹 7
２位 中澤国弘 甲府 7 ２位 坂牧梨沙 笛吹 6
３位 小泉昌未 大月 7 ３位 相原芙由美 南アルプス 5

町村の部 男子 町村の部 女子
順位 氏名 町村名 順位 氏名 町村名
１位 渡辺　司 市川三郷町 5 １位 伊藤恵子 身延町 3
２位 鍵和田哲史 山中湖村 5 ２位 岡野仁美 昭和町 3
３位 渡辺元樹 富士河口湖町 4 ３位 田原　圭 富士川町 3

競
射

（同中は競射による）
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遠的大会・兼全日本遠的大会選手選考会 

平成26年７月１３日（日）小瀬武道館弓道場 

 

 

 

全日本遠的大会山梨県代表選手 

男子・中澤国弘  五段（甲府） 

     渡辺幸太 五段（吉田） 

女子・梶原久美子 五段（笛吹） 

 

県 内 審 査 合 格 者 

おめでとうございます 

平成26年８月２４日・小瀬武道館弓道場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６７回山梨県体育祭り弓道競技  

平成26年9月７日（日）小瀬武道館弓道場 

 

 

 

記事訂正 

前号（７月発行） 

第６９回国民体育大会山梨県代表選手 は 

関東ブロック大会派遣選手に訂正します。 

初段の部 弐段の部
金野　響 甲府第一２年 岡田　勇輝 甲府第一２年
舛森　智咲 甲府第一２年 渡邊　千優 塩山高３年
小田切　瑞生 甲府西２年 小野　将弥 山梨大医二年
浅野　佑 甲府支部 野沢　英里 山梨市支部
森岡　博美 教職員支部 水上　和 信州大学一年
森野　淳子 富士吉田支部 茂山　裕貴 信州大学一年
鈴木　進 中央市部 萩原　健 大月支部
長坂　五三夫 大月支部
望月　泰臣 中央支部
河西　千夏 甲陵２年

参段の部 四段の部
嵯峨　崇 大月支部 瀧口　眞央 信州大学二年
保木野　克海 信州大学一年 小林　好雄 大月支部

小松　嵩明 信州大学二年


