
■ 大阪府連冬季審査

  11 月 20 日大阪府連冬季審査は、級～無指定・

  初段は堺初芝体育館弓道場、弐段～四段は枚方

市渚体育館弓道場に於いて実施されました。

  今回の審査は受審者が 330 名、結果は次の通り

でした。

  ☆無指定

  初段 66名 一級 38 名 二級 3 名

  ☆初段 35 名  ☆弐段 21 名

☆参段 15名

  金重節也(茨木）   ・植田 樹（大阪大）

  川畑拓海(教育大） ・江守公平(朝日)

  鈴木康夫(吹田）   ・松井良介（堺）

  高川琳香(市立大） ・若松裕子（豊中）

  坂本陽子(吹田） ・折坂 泉(吹田)

  宮田真梨子(市立大)・原田久美子(大ガス）

  中村香織(朝日） ・池田三知代(吹田）

  桶本尚子(豊中）

  ☆四段 8名

   赤崎 茂(高津)   ・丸井雄介(真和)

   小笠原麻貴(朝日) ・田中聰子(茨木)

   小幡隆一(枚方)   ・林 伸吉(高槻)

   阿部岳志(高津)   ・大鶴謙一朗(住吉)

■ 古式神事研修会

11 月 23 日万博記念公園弓道場に於いて大阪

府連の古式神事の研修会が行われました。

大阪府連は百舌鳥八幡宮「弓始め神事」(1月

2日)・住吉大社「御結鎮神事」(1月 13 日)・高

津宮「的祭神事」(2月 23 日)・石切剱箭神社

「弓神事」（4月 16日）四社の神事にご奉仕

しております。

■ 岸和田市秋期総合体育大会(弓道の部)

  11 月 27日岸和田市総合体育館弓道場に於いて

  岸和田市秋季総合体育大会(弓道の部)が開催さ

れました。参加者 105 名、結果は次の通り。

  ☆市長杯 大本和弥 ☆選手権賞 大本和弥

  ☆高校生の部

   ①植田實太郎・②西田光生・③藤田 唯

   ④大本和弥・⑤前田光貴・⑥讃岐裕香

   ⑦秋本真比呂

  ☆一般女子の部

   ①加藤千美・②浅野裕子・③森田昌子

   ④宮之前さより・⑤金子夕子・⑥大野みゆき

   ⑦新谷幸子

  ☆一般男子の部

   ①河野寿一・②山本二郎・③久禮有司

   ④安田 清・⑤田口裕貴・⑥久代真吾

   ⑦谷口山治

     

開会式    各部優勝選手の皆さん

■ 大学生講習会

11 月 29日吹田市立武道館弓道場に於いて

大学生対象の講習会が開催されました。

参加者 35名、歩く練習に始まり、執り弓の姿勢

跪座、開き足、矢番え動作の後、射技指導が四

射場に分かれて行われました。
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■ 第 193 回大阪府実業団競技会

  11 月 29 日「第 193 回大阪府実業団競技会」

  が開催されました。参加者 42名でした。過去に

おける団体優勝最高得点を超える素晴らしい競

技会でした。結果は次の通りでした。  

優勝 パナソニック

☆団体優勝 パナソニック A

      (遠藤一聡・小出雅士・吉田 志・阿部岳志

   勝山悦二）

☆個人の部

   ①阿部岳志(パナＡ)・②梅木慶子(大教)

   ③峯村俊行(大ガス)

■ 平成 28 年度スポーツ指導員養成講習会終講

  8 月 27日開講した標記講習会は 11月 26日

  全ての課程を修了しました。受講者は 25名。

  現在の資格者の状況についてお尋ねした処、

  以下の通りでした。

   スポーツ指導員    コーチ   教 師

   指導員   上級 コーチ  上級 教師 上級

全国 10,838 12,764 17,481 5,492 3,290 1,325

大阪 4,414   659     756    376   189  54

弓道   4,203      401      83   0     0      0

府連 190～195      28       １

■ 12 月の昇段・昇格者 （速報）

  昇段・昇格おめでとうございます。

  今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

     七 段      六 段

近藤嶋恵(豊中)   渋谷はるみ(豊中)
   12 月 4日 奈良    12 月 4 日 奈良

錬  士      錬  士

   

   

  

10 月の転出・転入等のお知らせ

【転出】

  佐藤誠一 錬士六段 茨木 ⇒ 愛知地連

  津田 悟 錬士五段  高槻 ⇒ 東京第一

【転入】

  松岡卓郎 錬士五段 神奈川 ⇒ 豊中

  坂本育代      五段 愛媛県 ⇒ 加支多

【転籍】

  塩江英俊 錬士五段  加支多 ⇒ 岸和田

  立畠潤一郎 五段 朝日 ⇒ 豊中

【退会】

  徳田晴士   錬士五段 高津

  黒田フミ子 錬士五段 堺

  高良耕雄       五段 住吉

  山田真珠子     五段 大阪ガス

  森脇陽子       五段 枚方
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谷村尚彦(豊中)
11 月 13 日 鈴鹿 12 月 3日 奈良

平山博邦(岸和田)

久保田貞夫(茨木)
12 月 3 日 奈良

錬 士

優勝 パナソニックＡ 個人優勝 阿部岳志

錬士六段 宇佐元輝義先生
大阪高津弓友会 所属

平成 28年 12 月 10 日逝去
享年 92 歳

謹んでお悔やみ申し上げます

平成 28 年 10 月 31 日現在


