
１、日時　　　 ：令和５年１月２２日（日） 開始：　９時４５分

終了：１４時００分

（昼食休憩　４０分間）

２、場所　　　 ：所沢市民武道館弓道場

３、参加者数 ：６９名（申込７９名）

称号者：２６名　　有段者：４３名

４、令和４年昇段昇格者　記念品贈呈　（１９名）

No. 氏　　名 道場

1 野瀬　武博 富士見

2 仲二見ゆう子 新座

3 小林　孝則 所沢

4 鈴木　健夫 ふじみ野

5 浅倉　修 和光

6 奥　加代子 新座

7 渡辺由紀子 富士見

8 石橋　辰也 朝霞

9 荻原　経市 三芳

10 宮嶋　重明 所沢

11 猪鼻　智江 三芳

12 田中　明子 所沢

13 中村　徳海 所沢

14 三浦　陽子 新座

15 清水　寛子 朝霞

16 中川みゆき 志木

17 中野　英道 新座

18 松岡　雅美 志木

19 安倍久美子 新座

５、令和４年優秀功績者　記念品贈呈

（１）

第７７回国民体育大会弓道競技会　遠的競技の部　第４位

団体　ふじみ野　篠原　妃誉

６、矢　　渡

射　　手 教士七段 池谷　茂 （ふじみ野　支部長）

第一介添 錬士五段 浅倉　修 （和光）

第二介添 五段 大島　和馬 （三芳）
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７、昇段・昇格者による射礼（令和２年、令和３年、令和４年の昇段昇格者）

一立目

第一射場 一つ的射礼

１の立 平山　夏子 教士七段 （所沢）

２の立 平塚　雄一 教士六段 （富士見）

第二射場 一つ的射礼

１の立 野瀬　武博 錬士六段 （富士見）

２の立 仲二見　ゆう子 錬士六段 （新座）

二立目

第一射場 持的射礼

１の立 武田　さおり 錬士五段 （朝霞）

２の立 鈴木　健夫 錬士五段 （ふじみ野）

３の立 浅倉　修 錬士五段 （和光）

４の立 里見　尚美 五段 （三芳）

５の立 大滝　尚子 五段 （朝霞）

第二射場 持的射礼

１の立 坂川　隆人 五段 （所沢）

２の立 米野　久栄 五段 （朝霞）

３の立 太田　昭子 五段 （朝霞）

４の立 池内　健治 五段 （所沢）

５の立 渡辺　由紀子 五段 （富士見）

三立目

第一射場 持的射礼

１の立 石橋　辰也 五段 （朝霞）

２の立 荻原　経市 五段 （三芳）

３の立 猪鼻　智江 五段 （三芳）

４の立 田中　明子 五段 （所沢）

５の立 中村　徳海 五段 （所沢）

第二射場 持的射礼

１の立 三浦　陽子 五段 （新座）

２の立 清水　寛子 五段 （朝霞）

３の立 中川　みゆき 五段 （志木）

４の立 松岡　雅美 五段 （志木）

５の立 安倍　久美子 五段 （新座）



８、教士による演武（一つ的射礼）

一立目

第一射場 １の立 永島　英男 教士六段 （所沢）

２の立 斎藤　和子 教士六段 （新座）

３の立 橘　秀光 教士六段 （三芳）

第二射場 １の立 花井　俊則 教士六段 （三芳）

２の立 室町　純子 教士六段 （志木）

３の立 増田　裕子 教士六段 （所沢）

以下、錬士六段、錬士五段は持的射礼、五段以下は審査方式による演武

９、競技結果

演武一手皆中者１１名に賞品授与（ゼッケンNo.順）

池谷　茂 教士七段 （ふじみ野）

武田　さおり 錬士五段 （朝霞）

米野　久栄 五段 （朝霞）

荻原　経市 五段 （三芳）

増田　裕子 教士六段 （所沢）

吉田　沢美 錬士五段 （朝霞）

堂領　美香 錬士五段 （新座）

池田　正夫 五段 （富士見）

武田　健太郎 五段 （朝霞）

内野　里子 五段 （新座）

大塚　俊雄 三段 （志木）

１０、審判員

池谷　茂　教士七段（ふじみ野）　　　永島　英男　教士六段（所沢）

１１、役割分担

受付 三芳、和光

進行 所沢

的前・看的 新座、富士見

記録　　　　 ふじみ野

招集 志木

矢渡介添 三芳、和光

駐車場 朝霞

以上


