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■ 第 65 回大阪府総体弓道競技の部
9 月 1 日豊中市立武道館ひびき弓道場に於い
て第 67 回大阪府総合体育大会弓道競技の部
が 11 市参加のもとに開催されました。
豊中市の男子、7 年連続優勝はならず。
枚方市は女子チームが 2 年連続優勝を果しま
した。参加者 116 名。
【団体】男子
①岸和田市 (原・坂口・渡士・梅基・神谷)
②茨木市 (神沼・平野・佐藤・久保田・木下)
③吹田市(利武・東・福永・内藤・谷口)
④富田林市 (井上・内海・山岸・林原)
⑤豊中市 (北村・白石・近江・河村・山中)
⑥高槻市(服部・二宮・中徳・横山・山本)
⑦八尾市 (玉木・山本・出田・高橋・餅原)
⑧堺市 (近江・前田・春田・中島)
【団体】女子
①枚方市(西内・西田・福本・上野・喜多)
②豊中市 (小畑・井塚・近藤・片木・能見)
③吹田市 (澤根・小畑・浅野・森脇・冨田)
④高槻市 (中村・山崎・松本・吉田・井上)
⑤富田林市(菅野・小林・佐々木・小森)
⑥茨木市 (舩津・平野・中島・川瀬・西尾)
⑦堺市 (山本・野守・榎原・河井)
⑧八尾市(小林・友田・山尾・田邊・丸山)
【個人】男子
①渡士定次(岸和田) ②原 登志夫(岸和田)
③神沼智裕(茨木)
【個人】女子
①舩津 綾(茨木)②西田みゆき(枚方)
③佐々木友里栄(堺)
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修道館は大阪城二の丸及び西の丸にあった
警察学校が移転する事になり武道場残存の
希望が多く昭和 37 年新たに武道館の建設
が行われ、昭和 38 年 1 月 4 日に開館しまし
た。
参加団体は公益財団法人大阪武道振興協
会傘下の 10 団体から修道館を拠点に活動
している団体が演武を行いました。弓道は
特別参加となり巻藁射礼をおこないました。
装束を着けての演武で大変好評のうちに無
事終了しました。射手 教士七段 中野英夫、
介添え 錬士五段 小川たまき、四段 澤本眞
有美

大阪城 修道館

巻藁射礼演武
（写真：塚本正雄）

■ 大阪府連秋季例会
9 月 8 日万博記念公園弓道場に於いて大阪府
連秋季例会並びに選手壮行会が開催されま
した。 参加者 95 名
【成績結果】
☆男子の部
①馬渕信幸(岸和田)・②金田寿彦(加支多)
③國本 健(堺)
・④山岸稔明(堺)
☆女子の部
①小幡澄子(枚方)・②川瀬早苗(茨木)
③冨田元子(吹田)・④喜多千鶴(枚方)
☆男子称号の部
①福永芳則(吹田)・②下田隆司(朝日)
③大楽真健(万博)
☆女子称号の部
①山田直美(高津)・②松本利津子(高槻)
団体戦
①岸和田弓友会②高槻弓友会③加支多八幡弓
友会

女子優勝・枚方チーム
（写真：池畑良作）

■ 大阪市立修道館創立 50 周年記念
武道演武大会
9 月 1 日大阪市立修道館創立 50 周年記念
武道演武大会が開催されました。
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■ 大阪府連秋季審査
9 月 15 日大阪城弓道場に於いて、大阪府連秋
季審査が開催されました。受審者 334 名、審査
の結果は次の通りでした。
・無指定の部
初段 16 名 一級 58 名 二級 34 名 三級 3 名
・指定段位の部
初段 30 名 弐段 17 名 参段 8 名 四段 5 名
【参段】 8 名
渡部謙蔵(薬科大) ・利武能照(吹田)
浅田明子(吹田) ・石垣美里(高槻)
村上浩祥(交野) ・堀内淳子(住吉)
橋本弘美(交野) ・吉永恵一(高津)
【四段】 5 名
三上 優(歯科大) ・井佐直美(高津)
平野雅一(茨木)
・日置比富美(茨木)
吉松俊久(豊中)

■ 五段伝達講習会
9 月 22 日大阪城弓道場に於いて五段受有者
に対する伝達講習会が開催されました。
参加者 76 名。主任講師の吉山先生から
「本年は改訂・変更された事項は無く、教本
や、副読本を基本にして思い込みや崩れて
いる所を正しくする稽古を常日頃から身に
付けて下さい……」とお話があり講習に入
った。
「襷さばき」や「肌脱ぎ」等は弓の取
り回しがあるため。男女向かい合わせにな
っての相互研修なども行われ有意義な講習
の一日であった。

女子 襷さばき

審査風景
（写真：鉄谷康博）

■ 近畿地域連合審査
9 月 16 日奈良県橿原公苑弓道場に於いて、
平成 25 年度近畿地域連合審査が開催されま
した。午前中は前日からの台風 18 号通過に伴
う影響から雨・風が残り、各地で交通機関や
高速道路の規制があるなど悪条件の下、開催
時間を遅らせ、矢渡し、特別演武を省略する
などの工夫が為され慌ただしい審査となりま
した。 参加者 116 名、合格者 26 名。大阪府
連は次の 7 名の方が合格されました。
合格おめでとうございます。
【五段合格】
・・・7 名
平野典子(茨木)
・相楽晶子(吹田)
渡会綾子(万博) ・佐々木友里恵(堺)
安房康元(吹田) ・鳥居 嵩(住吉)
榎本貴也(大阪ガス)
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■ 第 9 回大阪城弓道場杯弓道大会
9 月 29 日大阪城弓道場に於いて第 9 回大阪
城弓道場杯弓道大会が開催されました。
参加者 172 名。結果は次の通りでした。
【成績結果】
☆男子の部
①馬渕信幸(岸和田) ②高橋史郎(万博)
③石上健二郎(医科大)④二宮 一(高槻)
⑤水間満郎(加支多) ⑥塩江英俊(加支多)
⑦船塚友夫(高槻)
⑧西郷重幸(加支多)
⑨下田隆司(朝日)
⑩菅野浩平(真和)
☆女子の部
①澤根規代(吹田)
②井上紋加(高槻)
③樹下恵子(万博)
④白石 唯(万博)
⑤福田明子(高津)
⑥井塚みゆき(豊中)
⑦小林師子(高津)
⑧播本直美(高津)
⑨松本利津子(高槻) ⑩川瀬早苗(茨木)

男女優勝～3 位入賞の各選手
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