
平成30年7月1日 (日）　参加者166名　埼玉県立武道館
参加資格：埼玉県弓道連盟会員
射数は、一手１回、四ツ矢２回の各自計１０射

順位 ゼッケン 段位 所属 的中
１位 25 宮﨑 なつき 四段 吉川(南) 8中
２位 18 鋒城 直子 四段 草加(南) 5中
３位 10 前澤 梨江 参段 春日部(東) 4中
宮崎選手は、３連覇。３位は４中者３名による遠近競射で決定

順位 ゼッケン 称号段位 所属 的中
１位 59 武政 宏美 錬六 岩槻(央) 8中
２位 40 小野 千絵美 五段 記念(央) 8中
３位 50 中村 尚美 錬五 越谷(南) 7中
武政選手は射詰競射４射目で優勝。３位は７中者２名による遠近競射で決定

順位 ゼッケン 段位 所属 的中
１位 121 玉井 京太郎 四段 与野(央) 8中
２位 119 吉川 学 四段 日高(中) 8中
３位 123 中村 徳海 四段 所沢(西) 6中
玉井選手は射詰競射３射目で優勝。３位は６中者２名による遠近競射で決定

順位 ゼッケン 称号段位 所属 的中
１位 151 千葉 秀明 五段 毛呂山(中) 10中
２位 167 仲田 孝雄 錬五 上尾(東) 9中
３位 150 馬場 信真 五段 熊谷運(北) 8中

立順 ゼッケン 射詰競射 結果

1 25 宮﨑 なつき ○○○ 総合優勝

2 59 武政 宏美 ×

3 121 玉井 京太郎 ○○×

4 151 千葉 秀明 ×
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３位は８中者６名による遠近競射で決定
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　各部門優勝者による射詰競射では、部門別で３連覇の宮崎選手が、射詰め３射
目で大会制覇した。

第30回埼玉県弓道遠的選手権大会結果　
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二次予選選出（女子）
ゼッケン 氏 名 称号段位 所属 的中

1 40 小野 千絵美 五段 記念(央) 8中

2 43 青木 麻里奈 五段 行田(北) 6中

3 45 木内 暁子 五段 吉川(南) 6中

4 50 中村 尚美 錬五 越谷(南) 7中

5 59 武政 宏美 錬六 岩槻(央) 8中

6 60 室町 純子 錬六 志木(西) 5中

7 62 三好 啓子 錬六 所沢(西) 6中

8 72 鈴木 多恵子 教六 吉川(南) 6中

9 75 鷹巣 光子 教七 駒場(央) 7中

二次予選選出（男子）
ゼッケン 氏 名 称号段位 所属 的中

1 132 吉田 昭男 五段 久喜(東) 7中

2 134 長井 敦史 五段 熊谷運(北) 7中
3 149 沼倉 光広 五段 日高(中) 7中
4 150 馬場 信真 五段 熊谷運(北) 8中
5 151 千葉 秀明 五段 毛呂山(中) 10中
6 167 仲田 孝雄 錬五 上尾(東) 9中
7 181 加藤 睦正 教六 戸田(南) 8中
8 189 町田 文利 教六 横瀬(秩) 7中
9 191 粕谷 吉一 教六 所沢(西) 8中
10 194 廣松 弘 教七 駒場(央) 8中
11 195 吉澤 喜芳 教七 啐啄(中) 8中
12 199 本橋 民夫 教七 所沢(西) 8中

　本日の結果により、石川県金沢市で行われる第69回全日本弓道遠的選手権大会埼玉
県代表選手（男女各３名）を決める二次選考会（７月８日（日）県立武道館（上尾））への出
場選手として、女子９名・男子１２名が選出された。


