
 

 

 

 6月 27日万博記念公園弓道場に於いて 

「全日本弓道選手権大会選手選考会」が 

参加者、男子 13名、女子 8名で行われました。 

選考人員は従来と異なり、男子 2名。女子 

2名。明石市で開催されます、近畿選考会へ 

出場します。次の方々が選考されました。 

【男子】吉田 志(豊中) 丸井雄介(真和) 

【女子】山田直美(高津) 篠田淳美(堺) 

 

 

 

 

 

 

 

■ 全日本弓道選手権大会近畿予選会 

 8月 1日兵庫県立弓道場(明石)において「全 

  日選手権大会近畿予選会」が開催されまし 

た。各地連から男子 2名、女子 2名の選手 

が選ばれ、24名により出場権を競い合うこ 

とになりました。 結果は以下の通りでした。 

 【男子】 

  藤岡 順 教士七段 奈良県 

  長岡 修 教士六段 和歌山県 

 【女子】 

  山田直美 教士七段 大阪府 

  竹口慶子 錬士六段 和歌山県 

 

 

 

 

 

 

■大阪府連女子講習会 

 7 月 3 日大阪城弓道場に於いて「女子講習

会」が実施されました。何時もの講習会と

は異なり午前中は「弐段・参段」、午後は 

 「四段・五段」と時間帯を分けて行われま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 国民体育大会近畿ブロック大会選手選考会 

 7月 4日万博弓道場に於いて「令和 3年度 

 国体近畿ブロック大会出場選手選考会」が 

 開催され以下の方々が選考されました 

【成年男子】 

  監 督 小松英次先生(朝日) 

  選 手 川嶋昂信郎(住吉)・吉田 志(豊中) 

田口裕貴(住吉)・久禮大弥(岸和田) 

山下悟史(住吉) 

 【成年女子】 

  監 督 吉山伸二先生(枚方) 

   選 手 大野みゆき(豊中)・小畑かがり(豊中) 

      小村舞衣(高槻)・三宅里菜(清和会) 

  【少年男子】 

  監 督 西畑資久先生(高槻) 

  選 手 高田流唯(岸産)・高橋良汰(上宮) 

      淡路谷祥真(岸産)・兵野拓光(岸産) 

      奥田 叶(英真) 

  【少年女子】 

   監 督 阪口裕子先生(万博) 

   選 手 宮本真希(学院高)・安川 凛(好文) 

       濵永香穂(岸産)・平田朱里(浪速) 

       松下遥海(岸産) 

 

■ 令和 3 年度大阪府民スポーツ大会兼第 39 回  

大阪府弓道選手権大会入賞者 

 7 月 11 日大阪城弓道場に於いて「令和 3 年度大阪 

府スポーツ大会 兼 第 39 回大阪府弓道選手権大 

会」が団体 74 チーム(含個人 222 名)が参加して開 

催されました。本大会優勝チームは 10 月 10 日に 

兵庫県立弓道場(明石)で開催されます「近畿地域 

弓道大会」へ出場が決まります。 

競技大会の結果は以下の通りでした。 

 

 （1）令和 3 年度大阪府民大会競技の部 

  【団体戦】 

   (少年男子) 

   ①英真 A 華田幹大・奥田 叶・佐々木倫弥 

   ②岸産 A 浜野拓光・淡路谷祥真 

   ③英真 B 山下挙嗣・春田翔太・横山雪冬 

   (少年女子) 

   ①岸産 B 濵永香穂・松下遥海・馬野帆乃佳 

   ②岸産 C 馬渕希々花・村島緋菜・工藤奈々子 

   ③英真 A 宮城菜奈・見戸紅把・大瀬杏雛 

   (成年男子) 

   ①住吉 A 川嶋昂信郎・田口裕貴・丸井雄介 

   ②大ガス 山下 諒・栗山慎慈・重安浩吏 

     ③混成 3 久禮大弥・久禮有司・安田 清 
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■全日本弓道選手権大会選手選考会 

参加者行射風景 選考選手メンバー 

5 月号・6 月号・7 月号 休刊 

兵庫県立弓道場(明石) 全日出場権を得た山田選手 

弐段・参段講習 四段・五段講習 



 

(成年女子) 

   ①混成 5 小畑かがり・北川浩子・澤本眞有美 

   ②高槻 C 吉田真希子・小林舞衣・松本利津子 

     ③万博 A 荒西玲子・甲斐昭子・小西充子 

(2)第 36 回大阪府選手権大会 

（少年男子） 

①淡路谷祥真(岸産)・②福井陽大(岸産) 

③春田翔太(英真) 

 (少年女子) 

 ①濵永香穂(岸産)・②村島緋菜(岸産) 

 ③西本琴織(岸産) 

 (成年男子) 

 ①久禮大弥(岸和田)・②栗山慎慈(大ガス) 

 ③川嶋昂信郎(住吉) 

 (成年女子) 

 ①北濃一葉(朝日)・②小村舞衣(高槻) 

  ③小畑かがり(豊中) 

 (称 号) 

 ①丸井雄介(真和)・②渡士定次(岸和田) 

  ③野中秀治(万博) 

(3)近畿地域弓道大会出場選手 

 (団体男子) 

 住吉 A 川嶋昂信郎・田口裕貴・丸井雄介 

（団体女子） 

 混成 5 小畑かがり・北川浩子・澤本眞有美 

（個人男子） 

 栗山慎慈（大ガス）・久禮大弥（岸和田） 

 川嶋昂信郎（住吉）・丸井雄介（真和） 

 野中秀治（万博） 

（個人女子） 

 北濃一葉（朝日）・小村舞衣（高槻） 

 小畑かがり（豊中） 

 

（選手権者）肥留間心吾(万博) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全日本弓道遠的選手権選手決定選考会 

 7月 18日万博弓道場に於いて「全日本弓道遠

的選手権大会選手決定選考会」が開催されまし

た。 

 何時ものように遠的大会へ「全日弓道遠的選

手権」への参加者も含めて行われた居たのです

が、この度は「全日弓道遠的選手権大会」出場

希望者のみの参加で代表選手を選考決定する方

法で行われました。参加者：男子 13 名 女子：

9名でした。結果は以下の通りでした。 

 【男子】野中秀治 教士七段 （万博） 

 【女子】山田直美 教士七段 (高津) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教士五段 山本洋治先生 

清和会  所属 

令和 3年 4月 23日逝去 

享年 82歳 
山本洋治先生は昭和 39 年浪速高等学校に奉職。翌 40 年に

途絶えていた弓道部を再興。退職される平成 15 年迄 240

名余りの生徒を指導、数多く全国大会出場に導き大阪高校

弓道界発展に寄与。大阪府弓道連盟では平成 5 年から 15

年まで大阪高体連専門部を代表して常任理事を務められ、

平成 8年から全国高体連弓道専門部の副部長として多大な

貢献をされました。 

 謹んでご冥福をお祈りいたします。 
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訃  報 

成人男子優勝選手 成人女子優勝選手 

開会式 選考委員紹介 

選手選考風景 出場決定の野中選手・山田選手 

選手権者 少年男子・少年女子入賞者 

少年男女選手 成年男子選手 


