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  公認資格認定制度講習会始まる  

 公益財団法人 全日本弓道連盟では平成30 年

4 月1 日より「審査委員・審判委員・講師 公認

資格認定制度」が施行されます。これに伴い地連

で実施する審査会、大会、講習会においても公認

資格を取得した審査委員、審判委員、講師が必要

となります。 

 現在これら資格取得のための認定講習会が開催

されています。 

 

・平成29 年4 月13, 14 日 

  全国地連会長講習会 （全弓連主催） 

   参加者： 菊池 敏彦 会長 

・平成29 年6 月3, 4 日 

  関東南地区指導者講習会（全弓連主催） 

   参加者： 綿奈部 博史 古屋 浩元 

        芦澤 茂幸    西堀 泰弘 

        標 衣枝 

・平成29 年6 月10, 11 日 

    関東南地区指導者育成講習会（全弓連主催） 

   参加者： 梶原 久美子   渡辺 洋 

        山下 弘行     酒井 紀夫 

        古屋 直子 

・平成29 年7 月2 日 

  伝達講習会（山弓連主催） 

   五段以上の参加者には認定講習を実施 

 

 なお公認資格取得のためには弓道連盟による

「専門科目」の受講と、日体協が定めた「公認指

導員」資格が必要であり、公認指導員資格取得の

ための講習会が開催された。 

 

・平成29 年6 月3, 4 日 

  スポーツリーダー講習会（日体協主催） 

 

 

 

 

 

 

全日本勤労者弓道選手権大会 
平成２９年6 月１０日～１１日  

敦賀市総合運動公園弓道場 

全国から85 チームが参加し標記大会が開催され

た。山梨県からは ファナック、日立AMS の2

チームが出場した。 

 〈結果〉 

 日立AMS  ４中 、ファナック  5 中 

いずれも一次予選通過ならず、残念でした。 

来年度の予選会も多くのチームの参加により全体

のレベルアップを期待します。 

 
国体選手選考会 
平成29 年5 月28 日（日）小瀬武道館弓道場 

選考の結果、以下のメンバーが決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

全日本予選会、関東選抜二次選考会 
平成29 年6 月25 日（日）小瀬武道館弓道場 

全日本選手権、全日本選手権関東ブロック予選会

および関東選抜選手権への出場選手選考会が行わ

れそれぞれ以下のように決定した。 

● 全日本選手権大会 出場選手 

男子 芦澤 茂幸（教士七段） 

女子 佐野 弥生（錬士六段） 

 

● 全日本選手権関東ブロック予選会 

出場選手 
  

 

 

 

 

　　男子 　　女子
中村　昌夫 錬士五段 根津　里美 五段
京ヶ島　俊人 教士六段 渡辺　純子 五段
標　輝人 教士六段 矢崎　貴恵 五段
綿奈部　博史 教士六段 小岱　良子 錬士五段
和智　一雄 教士七段

監督  桑原　良 監督  水谷　哲也

 内藤　良太  高橋　武弘　

 寺本　有希  加藤　真人　

 長澤　和久  堀内　竜椰　

監督  梶原　久美子 監督  松田　頼樹

 根津　里美  日向　美咲　

 小谷野　優麻  野中　亜美　

 佐藤　麻紀  本間　亜優　

成年
男子

成年
女子

少年
男子 選手

少年
女子 選手

選手

選手



関東地域弓道連盟連合会の各地連を代表する選手

（各地連とも男子5 名、女子5 名）から男子10

名、女子１０名が選出され、関東ブロック選出代

表候補として全日本選手権への出場権を得る。 

 

● 関東選抜選手権大会出場選手 

 

 

遠的大会 

平成29 年７月９日（日） 小瀬武道館弓道場 

競技： ４矢２回 計８射 的中制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２８年度関東女子弓道研修会（錬士の部） 
参加報告 

 
   実施日  平成２９年３月２６日（日） 
   会 場   群馬県高崎市弓道場 
        主任講師 飯島千代子範士八段 
         講 師 桑田秀子 教士八段 
         講 師 市川政子 教士七段 
  
 本年度の研修内容は、昨年と同じく、指導者の
心得・指導事項として、 
・自ら至誠と礼節を体現し真善美を目指すこと。 
・指導者の影響力を自覚する事。 
・自らが実践して行う事。弓道教本及び副読本に  
 基づいた指導を行う事。 
・教本、副読本に記載されていることをきちんと  
 指導し、確定されていない事柄については 
・強要しない事、正しいことを行い、無駄な動作 
 はしない事。 
・競技規則の的中についてよく確認する事。アン  
 チドーピングについての注意する事。 
等々の説明がありました。 
 原点に戻り、自分を見つめ直す日だと思い研修
に臨んでほしいとのお言葉でした。この言葉は講
習会を受講するときの心構えとして大切なことだ
と思います。 
 午前中、一手行射、午後は射礼研修が行われま
した。それぞれ指導要綱を確認しながら射技も見
ていただき、短い時間中での充実した研修となり
ました。 
 弓礼弓法問答集を用いる場面が何度かあり、再
確認の時間となりました。教本・副読本をもっと
活用しなくてはと反省しました。 
 来年度に行われる女子研修会をもって最後とな
るとのことです。 
 女性の弓道指導者の育成、弓道技術の向上、女
子会員の増員などを目指して教士の先生方が 
中心になり始まった会だそうです。２０年以上経 
ち女子会員も増え、会場が１日しか取れない事も 
あり、その役割を各県に下ろしていくという事な 
のだと思いました。 
勉強になる良い会なので残念です。 
 群馬県連鈴木会長より女性の弓道会員数は男性
と半々くらいに増えている中、役員数は少ない 
という事、女性の活躍を期待しているとの励まし
のお言葉をいただきました。  
 冷たい雨の寒い一日でしたが、群馬県の役員、
お手伝いの方たちには気持ちよく研修ができる様 
心を尽くしていただき、とてもありがたかったで
す。また自分たちも他県の方が来られた時はより
良い研修ができるようにしなくてはと思いました。 

平成２９年３月 古屋直子 

内藤　良太 参段 標　　輝人 教士六段

神田　英彦 五段 高埜　よしみ 錬士六段

矢崎　貴恵 五段 中村　昌夫 錬士五段

渡辺　元樹 五段 佐野　弥生 錬士六段

長澤　和久 五段 和智　一雄 教士七段

有
段
者
の
部

称
号
者
の
部

高校の部

順 位 氏 名 学 校 名 学 年 的中数

優 勝 加藤　真人 甲府商業 3年 7

2 位 高橋　武弘 富士河口湖 3年 6

3 位 堀内　竜椰 塩山 3年 5

四段以下の部

順 位 氏 名 支 部 名 段 位 的中数

優 勝 内藤　一貴 韮崎 四段 6

2 位 外川　和樹 富士吉田 参段 5

3 位 渡辺　優 富士吉田 参段 4

五段以上の部

順 位 氏 名 支 部 名 段 位 的中数

優 勝 中澤　国弘 甲府 錬士五段 7

2 位 根津　里美 笛吹 五段 6

3 位 長澤　和久 南アルプス 五段 6

2位・3位は遠近競射による。

 

第１回  

都道府県対抗弓道大会 

  五位 入賞！！ 

第72回国民体育大会 

関東ブロック大会 

成年男子 本大会出場決定！！ 
成年女子、少年男子・女子は惜しくも出場ならず 

詳細は次号で 



●参段以下講習会 

平成２９年5 月14 日（日） 小瀬武道館弓道場 

受講者数 37 名 

主任講師 菊池会長 

補助講師 古屋、矢頭、標、高埜、大和田 

・審査方式での一手行射。・基本動作の講習・射技

指導などを行った。 

翌週の審査会に向け受講生が熱心に取り組み充

実した講習会になりました。 

 

 

 

 

定期中央審査（京都） 
平成29 年5 月4 日 京都市 

 七段 芦澤 茂幸 （笛吹） 

 六段 高埜 よしみ （甲州） 

錬士臨時中央審査（北信越） 
平成29 年6 月18 日（日） 長野市 

 錬士 中村 昌夫（山梨） 

定期中央審査（仙台） 
平成29 年７月７日（金） 仙台市 

 教士 佐野 弥生 （甲府） 

 

 

 

第38回あやめ祭り弓道大会 

       富士川町弓道部 部長 望月 博 

第３８回あやめ祭り弓道大会が平成２９年５月７

日（日）に富士川町殿原弓道場で行われました。 

まぶしい程の新緑と、気持ちの良い五月晴れのも

とで大会を迎えることが出来ました。 

『あやめ』も咲き始め、大会に花を添えてくれま

した。遠くは埼玉県や神奈川・静岡県から、また

県下全域より合計８５名の弓友の参加がありまし

た。競技は近的８射、遠的８射を個人戦で行いま

した。 

特に遠的は経験する機会が少ない 

ため、参加者のみなさん遠的を楽し 

んでいました。 

遠的は今までにない的中数の高い戦い 

となりました。 

 

 

甲府市長杯争奪県下弓道大会 

                      甲府支部 中澤 国弘 

平成29 年６月４日好天のもと、県下から７７名

の弓友を迎え開催できましたので報告いたします。 

数年前から、道場に隣接してゲートボール場が大

きくありました所が縮小され駐車場に代わり昨年

アスファルト舗装になりました。弓道大会の駐車

場が大分広がり利便性が高まり、ご不便の程度も

緩和されたと思います。この大会は例年梅雨に突

入している頃ですが、皆様の日頃の行いの良いお

陰で、あまり雨で困ることがない様に思います。

団体、個人ともに高的中が続出し見ごたえのある

大会となりましたこと皆様に感謝いたします。ま

た来年もご参加ください。お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１位 中澤国弘 7中 甲府市 １位 鈴木大地 7中 神奈川県

２位 桑原　良 7中 富士吉田 ２位 佐野辰巳 7中 南部町

３位 鈴木大地 6中 神奈川県 ３位 杉本武彦 7中 神奈川県

４位 深見良子 6中 埼玉県 ４位 萩原英寿 7中 笛吹市

５位 猪瀬里子 6中 甲府市 ５位 中澤国弘 6中 甲府市

６位 中村徳海 6中 埼玉県 ６位 下田　徹 5中 埼玉県

７位 渡辺　大 6中 富士吉田 ７位 丸山悦司 5中 富士市

８位 森富士雄 6中 静岡県 ８位 森野洋二郎 5中 富士吉田

９位 市川　明 5中 笛吹市 ９位 佐野正和 4中 埼玉県

１０位 小林　廉 5中 都留市 １０位 中村徳海 4中 埼玉県

近　　的 遠　　的

チーム名 的中

優勝 笛吹市 １５中 岩柳一誠 石原智仁 若杉年久
２位 甲府５ １５中 倉鹿野智也 古屋仁 豊田浩正
３位 中央市A １４中 渡辺洋 青嶋勉 鈴木進
４位 富士吉田A １２中 渡辺昌彦 桑原良 鍵和田哲史
５位 都留 １１中 石倉今光 小林廉 高部保延

選手名

団体の部

 

 
各種講習会が行われ、公認資格認定者が増えています。 

さらに山弓連主催の講習会が継続中です。 

全国大会、関東大会の選手選考が行われましたが、先陣

を切って都道府県対抗大会でみごとベスト８入賞。他の

大会でもそれぞれの選手の活躍を期待します。 

今号では高体連の大会結果をまとめ報告しました。高校

生の皆さんも卒業後弓を引き続けることを望んでいま

す。 

ご意見、ご要望を下記にﾒｰﾙ頂ければ幸いです。 
  koho39ren@tb4.so-net.ne.jp      (綿奈部）     

編集後記 

 

青 渡辺昌彦
黄 山本智子
白 豊田浩正
黒 渡辺洋
赤 坂巻雅夫

金的賞 組沢寛人

五色板割り

氏名 的中 支部名

優勝 豊田浩正 ８中 甲府

2位 石原智仁 ８中 笛吹

3位 長澤和久 ７中 南アルプス

4位 大須賀達也 ７中 甲府

5位 桑原 良 6中 富士吉田

6位 小沢幸男 6中 富士吉田

7位 佐藤麻紀 6中 甲府

8位 根津里美 5中 笛吹

9位 小山田治雄 5中 富士吉田

10位 青嶋 勉 5中 中央

個人の部



 

 

 

 

平成29年度  
第６９回山梨県高校総体 

 
会 場 小瀬スポーツ公園武道館弓道場 

日 時  平成２９年５月１０日（水）、１１日（木） 

 <結果> 

 

 関東大会出場校 

 

 

 

 

 
 
平成29年度  
第６１回関東高等学校弓道大会 

会 場 小瀬スポーツ公園武道館弓道場 

日 時  平成２９年６月２日～４日 

 <結果> 

 

 

 

平成29年度  
第６２回全国高等学校総合大会 
弓道大会山梨県予選 

会 場 小瀬スポーツ公園武道館弓道場 

日 時  平成２９年６月１７日～１８日 

<結果> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

１位 甲府工業高校 １位 巨摩高校
２位 富士河口湖高校 ２位 増穂商業高校
３位 吉田高校 ３位 韮崎高校
４位 韮崎工業高校 ４位 甲陵高校
５位 甲府東高校 ５位 富士北稜高校
６位 甲府第一高校 ６位 山梨高校
７位 日川高校 ７位 甲府東高校
７位 巨摩高校 ８位 日川高校

男子 女子

男子個人

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

15
第 ２位 山梨 高校 後藤　幸也 2 15

順　位 学校名 選手名 学年 的中数
第 １位 甲府工業 高校 三井　勇斗 2

第 ４位 上野原 高校 近藤　大知 3 14
第 ３位 塩山 高校 堀内　竜椰 3 14

第 ５位 富士河口湖 高校 髙橋　武弘 3 13
第 ５位 塩山 高校 堀内　敬樹 2 13

第 ８位 甲府第一 高校 野呂瀨　泰彦 3 11
第 ７位 甲府東 高校 渡邊　寛武 2 12

第 ９位 甲陵 高校 河西　寛太 2 10
第 ９位 吉田 高校 外川　孟 3 10

女子個人

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

順　位 学校名 選手名 学年 的中数
第 １位 巨摩 高校 松木　希実 3

第 ３位 甲府東 高校 齊藤　綾 3 14

15
第 ２位 山梨 高校 雨宮　真弥 3 14

第 ５位 甲府第一 高校 田中　なつみ 3 13
第 ４位 山梨 高校 秋山　香弥 3 14

第 ７位 吉田 高校 河西　萌奈 3 12
第 ５位 市川 高校 笠井　杏樹 2 13

第 ９位 富士北稜 高校 安留　日向 3 11
第 ７位 甲府昭和 高校 三神　優衣 3 12

第 ９位 甲府商業 高校 中川　夢来 3 11
第 ９位 富士河口湖 高校 渡邉　結花 3 11

 

甲府第一高校
甲府東高校

巨摩高校
増穂商業高校
韮崎高校
甲陵高校

富士北稜高校
山梨高校

甲府工業高校
富士河口湖高校

吉田高校
韮崎工業高校

男子 女子

男子の部 女子の部
順位 都県名・校名 氏名 順位 都県名・校名 氏名

千葉 東京

千葉南高校 慶應女子高校
群馬 東京

市立前橋高校 都立美原高校
千葉 栃木

成田高校 國學院栃木高校
山梨 群馬

吉田高校 市立前橋高校
群馬 千葉

市立太田高校 佐原高校
千葉 山梨

佐倉高校 増穂商業高校
埼玉 茨城

浦和高校 土浦日大高校
神奈川 東京

山北高校 芦花高校

第7位 横山　翔馬 第7位 中村　由菜

第8位 山﨑　佑輔 第8位 下萩くるみ

第5位 田鍋　春翼 第5位 石毛　真帆

第6位 北島　壮一 第6位 一瀬　麻加

第3位 森　富太郎 第3位 伊東　真奈

第4位 渡邊未奈都 第4位 北浦　　円

高橋　花梨

第2位 神道　友樹 第2位 江田　朱莉

　個　人　表　彰

優勝 川尻　脩人 優勝

男子の部 女子の部
順位 都県名 校名 順位 都県名 校名
優勝 神奈川 山北高校 優勝 茨城 清真学園高校

準優勝 埼玉 岩槻商業高校 準優勝 東京 都立美原高校
群馬 市立前橋高校 群馬 前橋南高校
茨城 清真学園高校 群馬 健大高崎高校

団　体　表　彰

第３位 第３位

種別 都県名 校名 種別 都県名 校名
東京 都立美原高校 千葉 佐原白楊高校
神奈川 慶應湘南藤沢高校 栃木 作新学院高校

種別 都県名・校名 氏名 種別 都県名・校名 氏名
群馬 千葉

市立前橋高校 佐原白楊高校
神奈川 栃木

慶應湘南藤沢高校 作新学院高校
茨城 群馬

清真学園高校 藤中央高校

髙田あゆみ

八尾　貴大 大藤　美涼

宮川　晃弥 青木　優花

　技　能　優　秀

男子
団体

女子
団体

男子
個人

野口　唯斗

女子
個人

男子団体 女子団体

順位 学校名 順位 学校名

３位 山梨 ３位 富士北陵
４位 吉田 ４位 山梨

１位 甲府工業 １位 吉田
２位 塩山 ２位 富士河口湖

全国高等学校総合体育大会　　　出場校・出場者

【団体】

男子 甲府工業高校
女子 吉田高校

【個人】

男子

女子 松木　希実 巨摩 高校 3 年
雨宮　真弥 山梨 高校 3 年

後藤　幸也 山梨 高校 2 年
堀内　竜椰 塩山 高校 3 年


