
主　　　催 日　時

会　　　場

主管(当番） 矢　渡

参加人数
　　　

 還暦部会

 群馬県弓道連盟

シニアー弓道大会（第２回）
平成27年度

 射手：三塚 宇善 教士七段

 介添：湯本 周子   五段

 介添：谷澤 勝明   四段

2015/05/14

(開始:10:00～15:30） ぐんま武道館弓道場

(７０歳未満:29名 女子:28名 ７０歳以上:34名 80歳以上:9名)

 総数：100名

氏名 支部 的中 氏名 支部 的中

優勝 石川 邦男 みどり支部 6 優勝 三塚 宇善 佐波あずま支部 7

準優勝 赤見 晴夫 利根沼田支部 6 準優勝 芹澤 功 みどり支部 6

３位 郷 信一 太田支部 6 ３位 石井 忠二 安中支部 6

４位 荒井 榮次 邑楽館林支部 6 ４位 新木 源助 伊勢崎支部 6

５位 都丸 幸雄 赤城支部 6 ５位 井口 學 伊勢崎支部 6

６位 伊東 順一 新里支部 6 ６位 上村 和男 高崎支部 5

７位 佐藤 廣明 利根沼田支部 5 6位 小板橋 朝夫 榛名支部 5

7位 吉田 孝一 みどり支部 5 6位 今井 誠一 榛名支部 5

7位 関根 友男 伊勢崎支部 5 6位 中島 亨 みどり支部 5

１０位 岡野 吉典 高崎支部 4 １０位 女屋 栄一 前橋支部 4

１1位 堀井 孝之 利根沼田支部 4 １0位 園田 賢二 みどり支部 4

１0位 雨宮 巧 太田支部 4

１0位 山嶋 敏夫 伊勢崎支部 4

１0位 大谷 忠義 伊勢崎支部 4

氏名 支部 的中 氏名 支部 的中

優勝 石田 よし江 甘楽支部 9 優勝 齋藤 鉄男 みどり支部 5

準優勝 横田 早春 高崎支部 6 準優勝 関根 七郎 伊勢崎支部 5

３位 尾池 とみ子 みどり支部 6 ３位 大島 善春 伊勢崎支部 4

４位 眞貝 千代子 前橋支部 4 ４位 小林 正美 伊勢崎支部 3

4位 新井 ますみ 高崎支部 4

4位 須藤 芳江 みどり支部 4

4位 木村 美津江 太田支部 4

4位 佐藤 まつ子 利根沼田支部 4

4位 小屋 美ち子 桐生支部 4

１０位 小野里 照代 境支部 3

１1位 松島 尚江 佐波あずま支部 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

       部門
 順位

       部門
 順位

（１０射 ： 同順位は立ち順） 



群馬県弓道連盟 還暦部会主催 

平成２７年度 「第２回 シニアー大会」 

平成 27年 5月 14日（木） ぐんま武道館弓道場  参加者 ： １００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２７年度還暦部会行事予定 

   開催日  大会名  参加資格 

１  4月 16日（木） 第１回シニアー大会 開催日 満 60歳以上の人 

２  5月 14日（木） 第２回シニアー大会       〃 

３  6月 11日（木） 県民スポーツ祭還暦弓道大会       〃 

４  9月 17日（木） 第３回シニアー大会       〃 

５ 11月 6日（金） ぐんまねんりんピック 2015 弓道競技 昭和 31年 4月 1日以前の誕生日の人 

６  3月 3日（木） 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 

80歳以上の参加者の方々 

射会風景 

閉会式 （大島範士八段による講評） 

（詳細は各支部長へ配布の「実施要項」をご覧ください。） 

 

矢渡し観戦風景 

済 

済 


