
令和元年7月7日 (日）　参加者165名（申込み182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 8 田辺 智子 参段 岩槻(央) 8中
２位 19 濱井 さやか 四段 大宮(央) 7中
３位 27 宮﨑 なつき 四段 吉川(南) 6中
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 48 小野 千絵美 五段 記念(央) 9中
２位 64 吉澤 郷実 錬六 啐啄(中) 8中
３位 79 鈴木 多恵子 教六 吉川(南) 8中
２・３位は８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 123 遠田 弘志 四段 幸手(東) 9中
２位 100 三田 明 参段 春日部(東) 8中
３位 97 川口 憲次 参段 川越(中) 8中
２・３位は８中者５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 162 宮﨑 正範 錬五 吉川(南) 9中
２位 192 吉澤 喜芳 教七 啐啄(中) 9中
３位 161 青木 豊 錬五 行田(北) 9中

立順 ゼッケン 射詰競射 結果

1 8 田辺 智子 ○○○○○○ 総合優勝

2 48 小野 千絵美 ○○○○○×

3 123 遠田 弘志 ○○○○×

4 162 宮﨑 正範 ○×
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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 44 中村 康代 五段 所沢(西) 6中

2 47 井上 美根子 五段 秩父(秩) 7中

3 48 小野 千絵美 五段 記念(央) 9中

4 51 金庭 祐子 五段 朝霞(西) 6中

5 53 山﨑 尚美 錬五 寄居(北) 6中

6 64 吉澤 郷実 錬六 啐啄(中) 8中

7 67 田本 純子 錬六 熊谷運(北) 6中

8 70 阿部 京子 錬六 記念(央) 6中

9 72 室町 純子 教六 志木(西) 6中

10 73 江田 恵子 教六 熊谷運(北) 7中

11 76 清水 繁子 教六 岩槻(央) 7中

12 78 須田 明江 教六 入間(中) 7中

13 79 鈴木 多恵子 教六 吉川(南) 8中

二次予選選出（男子）
ゼッケン 氏 名 称号段位 所属 的中

1 144 田村 直樹 五段 啐啄(中) 9中

2 147 長井 敦史 五段 熊谷運(北) 8中
3 151 髙野 聖 五段 久喜(東) 8中
4 152 佐野 一義 五段 狭山(中) 8中
5 153 片山 麿生男 五段 岩槻(央) 7中
6 161 青木 豊 錬五 行田(北) 9中
7 162 宮﨑 正範 錬五 吉川(南) 9中
8 164 落合 正規 錬五 越谷(南) 7中
9 169 西岡 謙市朗 錬六 深谷(北) 8中
10 181 守屋 豊 錬六 小澤(秩) 7中
11 190 粕谷 吉一 教六 所沢(西) 8中
12 192 吉澤 喜芳 教七 啐啄(中) 9中

　本日の結果により、明治神宮内にある全弓連中央道場で行われる第70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１３日（土）県立
武道館（上尾））への出場選手として、女子１３名・男子１２名が選出された。


