
事 	 務 	 局 	 報 	  	 （ 2016−3 ） 	 平成 28年 6月 21日 	 
東京都弓道連盟第二地区 	 

専務理事  	 畝 本 孝 志 	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 （敬称略） 	 

１、昇段・昇格 	 
 	  	  	 
      教士 	  	 野 	 村 	 豊 	 司 	 （防 衛 省） 	 5月   5 日【京 	  	 都】定期中央審査 	 
 	  	  	 錬士 	  	 稲 	 垣 	 昌 	 子 	 （玉 	  	 川） 	 5月 18 日【推 	  	 薦】 	 
 	  	  	 五段 	  	 吉 	 田 	 忠 	 義 	 （玉 	  	 川） 	 5月 18 日【推 	  	 薦】 	 
 	  	  	 五段 	  	 藤 	 岡 	 智 	 則 	 （大田第一） 	 6月 12 日【東 	  	 京】関東地域連合審査 	 
 	  	  	 五段 	  	 滝 	 沢 	 康 	 弘 	 （大田第一） 	 6月 12 日【東 	  	 京】関東地域連合審査 	 
 	  	  	 五段 	  	 市 	 川 	 かがり 	 （目 	  	 黒） 	 6月 12 日【東 	  	 京】関東地域連合審査 	 
 	  	  	 五段 	  	 木 	 村 	 佐和恵 	 （品 	  	 川） 	 6月 12 日【東 	  	 京】関東地域連合審査 	 
 	 

ご昇段・ご昇格おめでとうございました。 	 

 	 

２、射会の成績 	 
 	  	  	 
 	  	 ((1)) 第 69回都民大会 女子の部（5月 15日 東京武道館弓道場） 	 
      第 6位 	 大 田 区 	 ((1))吉村智子((2))林下舞子((3))宮脇ひろみ((4))張間瑠美子((5))菅山文野 	 
      第 7位 	 世田谷区 	 ((1))熊谷真理子((2))柳下宙子((3))小田雅子((4))伊藤亜希子((5))宮川睦子((補))中川裕美子 	 
 	  	 ((2)) 第 69回都民大会 男子の部（5月 29日 東京武道館弓道場） 	 
      優 	 勝 	 世田谷区 	 ((1))中瀬雄介((2))大浦誠((3))澤田耕平((4))馬場聖((5))榎本治男((補))藤田真一郎 	 
      第 6位 	 大 田 区 	 ((1))藤岡智則((2))菅原孝則((3))中嶋一貴((4))張間憲((5))畝本孝志((補))金野弘明 	 
 	 

優勝・入賞おめでとうございました。 	 

 	 

３、全日本弓道選手権大会 	 東京都代表選手選考会（7月 23日 明治神宮至誠館第二弓道場） 	 
 	  	  	 
 	  	  	 地区選考会（6/18 参加者 男子 23名・女子 14名）の成績により、地区代表選手は次の方々に 	 
 	  	  	 決定致しました。 	 
 	 

【男子の部】                                【女子の部】 	 
 	  	 佐久間 	 秀 	 志 	 （錬六、品 	  	 川）          池 	 田 	 真 	 弓 	 （錬六、 	  港  	 ） 	 
    橋 	 本 	  	  	 直 	 （錬六、至 誠 会）          門 	 奈 	 里 	 美 	 （錬六、目 	  	 黒） 	 
 	  	 古 	 田 	 健 	 一 	 （錬六、大田第一）          竹 	 内 	 妙 	 子 	 （錬六、至 誠 会） 	 

 	  	  	  	 野 	 村 	 豊 	 司 	 （教六、防 衛 省）          相 	 原 	 義 	 子 	 （錬六、 	  砧  	 ） 	 
 	  	  	  	 中 	 川 	 直 	 樹 	 （教六、防 衛 省）          黒 	 田 	 美江子 	 （教六、防 衛 省） 	 
 	 

４、関東選抜選手権大会の地区代表選手選考会 	 
 	 
 	  	  	 関東選抜選手権大会の地区代表選手選考会を下記の要領で行います。 	 

 	  	  	 本大会（9月 11日§､茨城県）の出場者は有段者の部 5名・称号者の部 5名です。 	 
 	  	  （両種別とも女子 1名以上を含むこととなっています） 	 
 	  	  	 ついては各支部で出場希望者を取りまとめ、7 月 3 日（日）までに別紙エントリー表をメール 	 
 	  	  	 添付にてご提出ください。選考はこの結果および月例会の成績等により行います。 	 

また、参加者予定者に対して、特に通知は出しませんので、下記要領により当日ご参加下さい。 	 

      ○日時：7月 9日（土）9:30�12:30 	  	  	  	 
 	  	  	 ○会場：大田区体育館弓道場（最寄駅 京浜急行線 梅屋敷駅または京急蒲田駅） 	 
 	  	  	 ○資格：特にありません。 	 

 	  	  	 ○〆切：7月 3日（日） 	 
 	 

５、東京都三地区対抗弓道大会（7月 3日 明治神宮至誠館第二弓道場） 	 
 	 
 	  	  	 当日の選手集合時間ですが、午前 8：30には会場に到着しているようにお願い致します。 	 
 	     朝、第二地区会長から大会前の激�励および打ち合わせがあります。 	 


