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平成29年度西部支部 読売新聞さいたま支局杯争奪戦 
兼 県体予選 兼 寿射会 結果報告 

日　時：  2017年8月6日（日）9:15-16:00  

場　所：  所沢市民武道館弓道場 

参加者：  228名（72チーム（216名），個人9名 ） 

開会式：  開会宣言　　　花井　俊則　競技委員長 

 拝礼・挨拶　　池谷　茂　　支部長 

 射侯説明　　　花井　俊則　競技委員長 

矢　渡：　射手　池谷　茂　支部長 

　　　　　　 介添　鈴木　武子　　 錬士六段 

　　　　　　　　　 仲二見　ゆう子　　 五段 

閉会式： 各賞表彰　　　平山　夏子　競技副委員長 

　　　　 講評　　　　　本橋　民夫　県連会長 

　　　　 拝礼　　　　　池谷　茂　　支部長　 

読売新聞さいたま支局杯争奪戦結果 （近的個人戦　８射） 

順位 氏　　　名 称号段位 所属 的中数

１位 飯尾　　弘 四段 所沢 ８ 

２位 池谷　　茂 教七 上福岡 ８ 

３位 室町　純子 錬六 志木 ８ 

４位 小林　孝則 五段 所沢 ７ 

５位 松久　哲也 四段 朝霞 ６ 

６位 中村　徳海 四段 所沢 ６ 

７位 伊藤　とも子 五段 富士見 ６ 

８位 青山　くに子 四段 和光 ６ 

９位 松嵜　恭子 教六 所沢 ６ 

１０位 下田　　徹 教六 所沢 ６ 

１１位 境　　和久 四段 朝霞 ６ 

１２位 佐久間　一哲 四段 新座 ６ 

１３位 粕谷　吉一 教六 所沢 ６ 

１４位 藤田　　良 五段 所沢 ６ 

１５位 石井　晃司 四段 朝霞 ６ 

矢渡 



種別 順位 氏　　　名 称号段位 所属 的中数

寿Ａ

１位 藤田　　良 五段 所沢 ６ 

２位 吉本　かをる 教六 新座 ５ 

３位 村上　　隆 三段 上福岡 ４ 

寿Ｂ

１位 佐久間　一哲 四段 新座 ６ 

２位 下田　　徹 教六 所沢 ６ 

３位 熊井　紀一 錬六 所沢 ５ 

寿射会結果　【寿Ａ】６５歳～６９歳　【寿Ｂ】７０歳以上 

　　　　　　　　　　　　　　　　　      (同中は生年月日の早いものが上位) 

読売杯:飯尾 選手 寿A:藤田 選手 寿B:佐久間 選手 

＜各部門優勝者＞

競技風景(称号者部門） 本橋民夫県連会長の講評 



県体予選結果  【近的団体戦（３人１チーム、２４射・４ツ矢２回 

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　４射場、全て立射、同中は１本競射）】 
　　　　　　　　　　　 【参段以下、四・五段、女子、称号者の４部門】 選抜チーム 

種
別

チーム名
立
順

氏　名 所属
種
別

チーム名
立
順

氏名 所属

女
子

朝霞　B

１ 馬場 礼子 朝霞 

段
新座　C

１ 佐久間　一哲　 新座 

２ 小林　奈津美 朝霞 ２ 伊藤　美知江 新座 

３ 太田　昭子 朝霞 ３ 坂井　孝嘉 大井 

女
子

所沢　I

１ 嶺　美智子 所沢 

段
所沢　D

１ 藤田　良 所沢 

２ 奥冨　季乃 所沢 ２ 廣瀬　雅孝 所沢 

３ 三好　啓子 所沢 ３ 水口　清 所沢 

女
子

富士見　C

１ 阿佐美　和子 富士見 

段
所沢　N

１ 中村　徳海 所沢 

２ 刈谷　千香 富士見 ２ 小林　孝則 所沢 

３ 渡辺　由紀子 富士見 ３ 飯尾　弘 所沢 

段
以
下

上福岡　C

１ 村上　隆 上福岡 
称
号
者

所沢　A

１ 粕谷　吉一 所沢 

２ 飯塚　さくら 上福岡 ２ 篠原　一郎 所沢 

３ 島村　正男 上福岡 ３ 永島　英男 所沢 

段
以
下

三芳　D

１ 成田　忠 三芳 
称
号
者

所沢　K

１ 熊井　紀一 所沢 

２ 猪鼻　正夫 三芳 ２ 平山　夏子 所沢 

３ 長嶋　悟志 三芳 ３ 下田　徹 所沢 

段
以
下

三芳　E

１ 加納　和則 三芳 
称
号
者

富士見　G

１ 野瀬　武博 富士見 

２ 重久　幸司 三芳 ２ 小原　純子 富士見 

３ 里見　典夫 三芳 ３ 平塚　雄一 富士見 

大会役割分担【各連盟】 
　招　集　：　所沢　　　　会場設営：　所沢 
　進　行　：　大井　　　　賞品準備：　富士見 
　記　録　：　志木　　　　駐車場　：　朝霞・和光 
　受　付　：　三芳　　　　的前・看的：　上福岡  　　 
　矢渡介添：　新座  　　　　 （支部広報担当：　境和久） 

競技風景(女子部門） 


