
　　     　第３２回全国健康福祉祭　和歌山大会

　　　　　ねんりんピック紀の国和歌山２０１９

　　　　　　　　　　　     （兼和歌山大会予選）

    期日    令和元年５月２５日（土）

    会場     三重武道館弓道場

    主催     三重県弓道連盟

　　　　　  　　あふれる情熱はじける笑顔

  ねんりんピック県大会



　　　　　　　　　　〔　大　会　次　第　〕

開会式 集合 開会の辞（９時３０分）・・・斎藤三雄

拝礼 伊藤　徹

大会会長挨拶 伊藤　徹

競技方法の説明 競技・運行委員長・・斎藤三雄

全国大会の選手選考方法

矢渡し　 射手 平松伝一・・・・教士六段

第一介添 長谷川光男・・教士六段

第二介添 渡邉哲治・・・・教士六段

競　技 的中制、　５人立　２射場　坐射、

四ツ矢２回、計８射

閉会式 成績発表・表彰 女子の部・・・・三位迄

男子の部・・・・五位迄

全国大会の選手選考結果

講評 大会会長

拝礼

閉会の辞

　　　　　　　　　　〔　大　会　役　員　〕

名誉会長 宮下　克己 宮内　道廣

会長 伊藤　徹

副会長 平松　伝一 北川　正明 南部　一男 浦野　雄二

　　　　　　　　　　〔　競　技　役　員　〕
競技役員打合せ ９：００～（射場）

競技・運行委員長 斎藤三雄

審判 審判委員長 志村良夫

射場審判 丸山正文 菊池建策 稲見あさ代 中尾淑子

的前審判 菅野正夫 浅田勝弘 廣瀬和子 鈴木喜代子

射場 射場委員長 渡邉哲治

進行委員 中村素彦 児島正樹 川本由紀子 藤原順子

記録委員 荒井　健 長竹　清 山川真知子 佐野喜美子

場外 場外委員長 長谷川光男

的前委員 小林　勉 山川輝則 向井孝子 佐藤敏子

召集委員 山本健一 西川篤視 石原幸恵 鑓居光子

救護 竹中美和子

受付 伊奈愛子 大平静代

総務 総務委員長 山口司郎

総務委員 添田洋子



称号
段位 1 2 3 4 小計 1 2 3 4 小計

1 竹中 美和子 四日市 参段

2 佐野 喜美子 四日市 参段

3 鎗居 光子 津 四段

4 石原 幸恵 桑名 四段

5 藤原 順子 名張 四段

6 山川 真知子 玉城 四段

7 佐藤 敏子 桑名 四段

8 大平 靜代 四日市 五段

9 鈴木 喜代子 四日市 五段

10 伊奈 愛子 名張 五段

11 廣瀬 和子 鈴鹿 五段

12 添田 洋子 津 五段

13 川本 由紀子 津 五段

14 向井 孝子 鈴鹿 五段

15 中尾 淑子 津 錬士五段

16 稲見 あさ代 桑名 錬士六段

令和元年5月2５日（土）
ねんりんピック県大会（女子） 立順表

NO. 氏　　名 支部名
1回目 2回目

合計



称号
段位 1 2 3 4 小計 1 2 3 4 小計

1 辻井 弘行 玉城 初段

2 遠藤 保行 桑名 初段

3 髙橋 和 桑名 初段

4 清水 政晴 津 初段

5 有薗 満博 名張 弐段

6 佐藤 則康 桑名 弐段

7 加藤 春芳 伊勢 参段

8 内田 恒夫 鈴鹿 参段

9 古賀 謙次 鈴鹿 参段

10 古尾 正輝 玉城 参段

11 井端 実 四日市 参段

12 亀井 博史 鈴鹿 四段

13 成川 栄一 鈴鹿 四段

14 村上 哲晴 名張 四段

15 前田 亮逸 名張 四段

16 岩佐 光 津 四段

17 児島 正樹 桑名 五段

18 西川 篤視 玉城 五段

19 山本 健一 桑名 五段

20 山川 輝則 玉城 五段

21 小林 勉 玉城 五段

22 長竹 清 玉城 五段

23 浅田 勝博 伊勢 五段

24 荒井 健 津 錬士五段

25 中村 素彦 津 錬士五段

26 齋藤 三雄 津 錬士六段

27 菊地 建策 津 錬士六段

28 菅野 正夫 津 錬士六段

29 丸山 正文 津 錬士六段

30 山口 司郎 四日市 教士六段

31 長谷川 光男 四日市 教士六段

32 渡邉 哲治 四日市 教士六段

33 志村 良夫 鈴鹿 教士六段

34 平松 伝一 津 教士六段

令和元年5月2５日（土）
ねんりんピック県大会（男子） 立順表

NO. 氏　　名 支部名
1回目 2回目

合計


