
主　　　催 日　時

会　　　場

主管(当番） 矢　渡

参加人数
　　　

最高齢者賞

　　男子　加藤 英之助　（利根沼田支部　：　８７歳）

　　女子　高橋 瑞枝　　（佐波あずま支部　：　８４歳）

 群馬県弓道連盟

シニアー弓道大会（第１回）
平成25年度

 射手：近藤 清宏 教士六段

 介添：宮本 茂 錬士五段

 介添：小野里 照代 五段

2013/04/18

(開始:10:00～終了:15:45) ぐんま武道館弓道場

 (７０歳未満:28名 女子:24名 ７０歳以上:36名 80歳以上:14名)

 総数：102名

 還暦部会

氏名 支部 的中 氏名 支部 的中

優勝 堀井 孝之 利根沼田支部 9 金古 隆栄 高崎支部 7

準優勝 芹澤 功 みどり支部 8 石川 忠弘 太田支部 7

３位 名雪 篤一 前橋支部 7 宮澤 寿吉 藤岡支部 6

４位 都丸 幸雄 赤城支部 6 廣神 芳夫 榛名支部 6

５位 近内 尚志 渋川支部 6 宮本 茂 前橋支部 6

６位 関口 福一郎 桐生支部 6 山嶋 敏夫 伊勢崎支部 6

７位 吉田 宗郷 佐波あずま支部 6 園田 賢二 みどり支部 6

８位 飯合 寛 赤城支部 5 佐藤 大輔 富岡支部 5

９位 中島 博志 みどり支部 5 谷山 邦明 高崎支部 5

１０位 荒井 榮次 邑楽館林支部 5 大山 祐一 伊勢崎支部 5

１１位 馬場 春夫 利根沼田支部 5 河野 健児 みどり支部 5

１２位 関根 友男 伊勢崎支部 5 小板橋 朝夫 榛名支部 4

１３位 石川 邦男 みどり支部 4 上野 信勝 新里支部 4

１４位 新井 重治 太田支部 4 髙橋 宗雄 伊勢崎支部 4

１５位 近藤 清宏 安中支部 4

１６位 清水 廣輝 安中支部 4

１７位 青木 五夫 高崎支部 3

１８位 神戸 信吉 桐生支部 3

氏名 支部 的中 氏名 支部 的中

優勝 小野里 照代 境支部 5 金井 義則 安中支部 7

準優勝 石田 よし江 甘楽支部 5 小林 正美 伊勢崎支部 4

３位 岸 正江 渋川支部 5 関根 七郎 伊勢崎支部 4

４位 広瀬 孝子 太田支部 4 加藤 英之助 利根沼田支部 4

５位 髙橋 和子 甘楽支部 4 小又 秀雄 桐生支部 4

６位 吉田 むつみ 佐波あずま支部 4 関 松太郎 吾妻支部 2

７位 須藤 芳江 みどり支部 4 田村 順次 利根沼田支部 2

８位 佐藤 まつ子 利根沼田支部 3

９位 小屋 美ち子 桐生支部 3

１０位 高橋 泰子 佐波あずま支部 3

１１位 澁谷 たかの 利根沼田支部 3
１２位 南雲 ナヲ 赤城支部 3

       部門
 順位

７０歳未満の部 ７０歳以上の部

       部門
 順位

女子の部 ８０歳以上の部

（１０射） 



群馬県弓道連盟 還暦部会主催 

平成２５年度 「第１回 シニアー大会」 

平成 25年 4月 18日（木） ぐんま武道館弓道場  参加者 ： １０２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  還暦部会：健全な長寿社会への寄与を目標に、年６回の射会を開催し、会員相互の親睦、健康保持・増進をはかる。 

   平成２５年度還暦部会予定 

   開催日  大会名  参加資格 

１  4月 18日（木） 第１回シニアー大会 開催日 満 60歳以上の人 

２  5月 16日（木） 第２回シニアー大会       〃 

３  6月 13日（木） 県民スポーツ祭還暦弓道大会       〃 

４  9月 20日（金） 第３回シニアー大会       〃 

５ 11月 14日（木） ぐんまねんりんピック 2013 弓道競技 昭和 30年 4月 1日以前の誕生日の人 

６  3月 14日（金） 第４回シニアー大会 開催日 満 60歳以上の人 

多くの弓友の参加をお待ちしております。 

「70歳未満の部」入賞者 「女子の部」入賞者 「70歳以上の部」入賞者 

射会風景 

80歳以上の 

参加者の方々 

最高齢者 

済 

矢渡し 

加藤さん（８７歳） 

 

高橋さん（８４歳） 

 


