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第15回　東北弓道選手権大会　出場選手一覧

男子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　女子の部

No. �選手 番号 �県名 �称号 段位 �選手名 �No, �立順 �県名 �称号 段位 �選手名 

l �5 �青森 �教六 �坂　本　達　雄 �l �1 �青森 �教七 �中　村　繁　子 

2 �11 �青森 �教七 �白　濱　　　聡 �2 �7 �青森 �教六 �小　滝　　　純 

3 �17 �青森 �教六 �松　田　智　行 �3 �13 �青森 �錬五 �木　村　康　子 

4 �23 �青森 �五 �岩　川　　　晋 �4 �19 �青森 �錬五 �野　呂　恵　子 

5 �4 �岩手 �錬六 �清　水　義　正 �5 �6 �岩手 �錬五 �斉　藤　ちえ子 

6 �10 �岩手 �教六 �柏　木　公　博 �6 �12 �岩手 �教六 �遠　藤　由美子 

7 �16 �岩手 �教六 �佐　藤　慶　志 �7 �18 �岩手 �教六 �菊　地　孝　子 

8 �22 �岩手 �教七 �佐　藤　昌　仙 �8 �24 �岩手 �教六 �古　舘　恵　子 

9 �3 �宮城 �教七 �三　浦　繁　昌 �9 �5 �宮城 �教七 �星　　　登喜枝 

10 �9 �宮城 �教七 �吉　田　与　一 �10 �11 �宮城 �錬六 �真　壁　由　美 

11 �15 �宮城 �教七 �櫻　井　康　英 �11 �17 �宮城 �錬六 �古　賀　葉　子 

12 �21 �宮城 �錬六 �飯　山　雄　介 �12 �23 �宮城 �錬五 �櫻　井　育　子 

13 �2 �秋田 �錬五 �成　田　祐　也 �13 �4 �秋田 �錬五 �佐　藤　未　来 

14 �8 �秋田 �錬六 �加賀谷　良　律 �14 �10 �秋田 �錬五 �河　田　淳　子 

15 �14 �秋田 �教六 �佐々木　光　彦 �15 �16 �秋田 �錬六 �佐々木　哉　子 

16 �20 �秋田 �教六 �小松原　茂　雄 �16 �22 �秋田 �教六 �工　藤　恵利子 

17 �6 �山形 �錬五 �石　川　崇　久 �17 �3 �山形 �教六 �松　田　淳　子 

18 �12 �山形 �教六 �目　黒　　　尚 �18 �9 �山形 �教六 �太　田　ゆ　み 

19 �18 �山形 �錬六 �高麗辺　健　二 �19 �15 �山形 �錬五 �八　柳　智　恵 

20 �24 �山形 �教七 �三田村　啓　介 �20 �21 �山形 �錬六 �佐　藤　笑美子 

21 �1 �福島 �教六 �渡　遽　英　史 �21 �2 �福島 �教七 �西　田　郁　子 

22 �7 �福島 �教六 �蕪　木　昌　宏 �22 �8 �福島 �教七 �高　井　幸　子 

23 �13 �福島 �教六 �佐　藤　圭　太 �23 �14 �福島 �錬六 �蕪　木　由紀枝 

24 �19 �福島 �教七 �高　橋　文　彦 �24 �20 �福島 �錬六 �根　本　久美子 

前年度 優勝者 �25 �青森 �教七 �佐　藤　史　成 �前年度 優勝者 �25 �青森 �教六 �岸　　　恵理子 



第15回　東北弓道選手権大会　予選成績

男子の部

選手 番号 �県名 �称号 段位 �選手名 �1回目 ���2回目 ���合計 ��予選 順位 �通 過 
1 �2 �得点 �3 �4i得点 ��的中 �得点 

1 �福島 �教六 �渡　遽　英　史 �× �!× 1 �736,25 �× �○ �i 728.75 �l �1,465.00 � � 

2 �秋田 �錬五 �成　田　祐　也 �× �i ○ �738.75 �○ �○ �741.25 �3 �) 1,480.00 �13 � 

3 �宮城 �教七 �三　浦　繁　昌 �○ �i ○ �777.50 �○ �× �i i772.50 �3 �1,550.00 �2 �◎ 

4 �岩手 �錬六 �清　水　義　正 �○ �○ i �ま756.25 【 �× �× �733.75 �2 �1,490.00 �10 � 

5 �青森 �教六 �坂　本　達　雄 �× �○ ○ �778.75 �× �○車00 ��2 �1,558.75 �l �◎ 

6 �山形 �錬五 �石　川　崇　久 �○ �○ �732.50 �○!○ ��i 73l.25 �4 �「 1,463.75 �17 � 

7 �福島 �教六 �蕪　木　昌　宏 �○ �○ �732.50 �× �○ �730.00 �3 �1,462.50 �19 � 

8 �秋田 �錬六 �加賀谷　良　律 �○ �i ○ �i738.75 �○ �○ �740.00 l �4 �1,478.75 �14 � 

9 �宮城 �教七 �吉　田　与　一 �× �× �723.75 �○ �× �746.25 �1 �音l,470・00 � � 

10 �岩手 �教六 �柏　木　公　博 �○ �○ �750.00 �○ �× �746.25 �3　1,496.25 ��8 � 

11 �青森 �教七 �白　濱　　　聡 �○ �!○ ) �753.75 ) �○ �× i �731.25 �3 �1,485.00 �12 � 

12 �山形 �教六 �目　黒　　　尚 �　i ×含○-737.50 ���○ �× �741.25 音 �211,478.75 ��15 � 

13 �福島 �教六 �佐　藤　圭　太 �○ �×　736.25 ��○ �×!690・00 ��2 �1,426.25 �21 

14 �秋田 �教六 �佐々木　光　彦 �○ �×　73l.25 】 ��○ �○ �1 1771.25 �3 �1,502.50 �5 �◎ 

15 �宮城 �教七 �櫻　井　康　英 �○ �○ �747.50 �○ �○ �【 i753・75 �4 �1,501.25 �7 � 

16 �岩手 �教六 �佐　藤　慶　志 �× �× �】 726.25 �○ �】 ○ �761.25 �2 �音 音 l,487.50 �11 � 

17 �青森 �教六 �松　田　智　行 �○ �○ �748.75 �○ �○ �車00 �4 �音 1,493.75 �9 � 

18 �山形 �錬六 �高麗辺　健　二 �× �○ �728.75 �○ �×i742・50 ! ��2 �1,471.25 �16 � 

19 �福島 �教七 �高　橋　文　彦 �× 】 ) 1 �○占58.75 ��鵠言: ���3 �il,547・50 �3 �◎ 

20 �秋田 �教六 �小松原　茂　雄 �○ �○ �750.00 ����4 �l,505.00 �4 �◎ 

21 �宮城 �錬六 �飯　山　雄　介 �× �○ �727.50 �× �○ �726.25 】 �2 �1,453.75 �20 � 

22 �岩手 �教七 �佐　藤　昌　仙 �× �× �751.25 �○ �× �771.25 �1 �l,522.50 」 � � 

23 �青森 �五 �岩　川　　　晋 �○ �×l 」 �728.75 �○ ) �0　733.75 ��3 �1,462.50 i �18 � 

24 �山形 �教七 �三田村　啓　介 �× �○ �746.25 �×i �○ �756.25 【 �2 �1,502.50 �6 � 

25 �青森 �教七 �佐　藤　史　成 �× �) ×i ) ) �767.50 �×io i ��783.75 �1上,551.25 i �� � 



第15回　東北弓道選手権大会　予選成績

女子の部

選手 番号 �県名 �称号 段位 �選手名 �1回目 ���2回目 ���合計 ��予選 順位 �通 過 
1 �2 �i得点 �3 �4 �得点 �的中 �得点 

1 �青森 �教七 �中　村　繁　子 �○ �○ �752.50 �○ �○ �763.75 �4 �1,516.25 �2 �◎ 

2 �福島 �教七 �西　田　郁　子 �× �) ○車5・00 ��○ �i × �763.75 �2 �1,508.75 �5 �◎ 

3 �山形 �教六 �松　田　淳　子 �× �) ○ �i 713.75 �× �【 ○ �742.50 ) �2 �il,456.25 音 �11 � 

4 �秋田 �錬五 �佐　藤　未　来 �× �× �698.75 �○ �i Oi752・50 ��2 �1,451・25 �13 � 

5 �宮城 �教七 �星　　　登喜枝 �○ �× �758.75 �× �○ �757.50 �2 �1,516.25 �.3 �◎ 

6 �岩手 �錬五 �斉　藤　ちえ子 �× �× �711.25 �○ �i ×i72l・25 ��1 �1,432.50 � � 

7 �青森 �教六 �小　滝　　　純 �× �○ �722.50 �○ �× 】 i �i 733.75 【 �2 �1,456.25 �12 � 

8 �福島 �教七 �高　井　幸　子 �○ �○ �【 【758.75 �○ �× �763.75 �3 �1,522.50 �1 �◎ 

9 �山形 �教六 �太　田　ゆ　み �○ �× �732.50 �○ �○ �752.50 �3 �1,485.00 �8 � 

10 �秋田 �錬五 �河　田　淳　子 �× �○ �727.50 �× �×i715・00 ��1 �1,442.50 音 � � 

11 �宮城 �錬六 �真　壁　由　美 �× �○ �715.00 �○ �】× �721.25 �2 �五436.25 【 �17 � 

12 �岩手 �教六 �遠　藤　由美子 �×雪x晶75 ���○雪× ��!717.50 ) �i ( 1十43l・25 �� � 

13 �青森 �錬五 �木　村　康　子 �○ �ix718・75 】 ��○ �○ i �【 ‖27・50 �】 3きl,446・25 i ��15 � 

14 �福島 �錬六 �蕪　木　由紀枝 �× �-×車00 ��× �】 !× �! 708.75 �O雪l,428・75 �� � 

15 �山形 �錬五 �八　柳　智　恵 �○ �】 iO i �735.00 �○ �○ �741.25 �4 �1,476.25 �9 � 

16 �秋田 �錬六 �佐々木　哉　子 �× �)× �698.75 �○ �i i × �占12.50 】 �1 �1,411.25 � � 

17 �宮城 �錬六 �古　賀　葉　子 �× �× �713.75 �○ �○ �i 735.00 �2 �1,448.75 �14 � 

18 �岩手 �教六 �菊　地　孝　子 �× �○ �736.25 �○) �○ �762.50 �3 �1,498.75 �6 � 

19 �青森 �錬五 �野　呂　恵　子 �○【 �× �705.00 �O雪 Oi �○) × �722.50 �3 �) 1,427.50 �18 � 

20 �福島 �錬六 �根　本　久美子 �Oi ! �Oi ) �730.00 ���730.00 �3 �) il,460.00 �10 

21 �山形 �錬六 �佐　藤　笑美子 �× �! × ) �702.50 �Oio ��i 軍736・25 �2 �1,438.75 �16 � 

22 �秋田 �教六 �工　藤　恵利子 �○ �× �736.25 �○( �× �750.00 �2　音 �【1,486・25 �7 � 

23 �宮城 �錬五 �櫻　井　育　子 �i ×! I �× �720.00 �×i �× 　音 �730.00 �0 �1,450.00 � � 

24 �岩手 �教六 �古　舘　恵　子 �× �× �742.50 �× �○ ○ �753.75 �1 �1,496.25 � � 

25 �青森 �教六 �岸　　　恵理子 �×音 �× �750.00 �○ ��761.25 �2 ! �1,511.25 �4 �◎ 



第15回　東北弓道選手権大会　決勝成績

男子の部

選手 番号 �県名 �称号 段位 �選　手　名 �1回目 ��2回目 ��3回目 ��合計 �競　射 �順位 
1 �2 �3 �4 �5 �6 

3 �宮城 �教七 �三　浦　繁　昌 �× �× �×!○ ��○ �× �2 �遠近競射 �4 

5 �青森 �教六 �坂　本　達　雄 �× �iX �× �○ �× �○ �2 �遠近競射 �3 

14 �秋田 �教六 �佐々木　光　彦 �○ �看 ○ �× �× �○ �○ �4 � �1 

19 �福島 �教七 �高　橋　文　彦 �× �○ �× �× �× �× �l � �5 

20 �秋田 �教六 �小松原　茂　雄 �× �音 × �○ �i × �○ �○ �3 � �2 

女子の部

選手 番号 �県名 �称号 段位 �選　手　名 �1回目 ��2回目 ��3回目 5i6 ��合計 �競　射 �順位 
1 �2 �3 �】 4 】 

1 �青森 �教七 教七 �中　村　繁　子 �○ �○ �× �!× �○ �× �3 �遠近競射 �2 

2 �福島 ��西　田　郁　子 �×　　× ��○ �× �○:× ��2 �遠近競射 �4 

5 �宮城 �教七 �星　　　登喜枝 �○ �!○ �○ �× �× �× �3 �遠近競射 �3 

8 �福島 �教七 �高　井　幸　子 �○ �i × �○ �○ �○ �× �4 � �1 

25 �青森 �教六 �岸　　　恵理子 �× �× �× �○ �× �○ �2 �遠近競射 �5 


