
第 72 回全日本弓道遠的選手権大会ライブ配信について 

 

本大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、無観

客での開催となります。 

競技の模様は、当連盟公式 YouTubeチャンネルにて生配信します。 

 

【配信日】 

10 月 31日（日）9：30～競技終了まで 

日・曜日 予定開始時刻 種別 内容 

３１日 

（日） 

９：３０～ 

女子 

予選:各自４射 ７立 １～４０ 

１１：００～ 
決勝：射詰競射、遠近競射 

※状況により時間変更もありうる。 

競技終了後 表彰式 

１３：３０～ 

男子 

予選:各自４射 ８立 １～４８ 

１５：００～ 
決勝：射詰競射、遠近競射 

※状況により時間変更もありうる。 

競技終了後 表彰式 
 

【配信チャンネル】 

全日本弓道連盟 公式 YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=kNd4-_MOMLw 

 
※回線状況により、映像や音声の乱れ、中継が中断・停止される場合があります。 

予めご了承ください。 

※今回のライブ配信は後援の名古屋市の協力により実施いたします。 

  女子競技・男子競技の間の時間帯に名古屋市の PR 動画が放送されます。 

https://www.youtube.com/watch?v=kNd4-_MOMLw


【女子の部 参加選手一覧（地連順／予選立順）】 

 

 

 

 

 

＜地連順＞ ＜予選立順＞

所属 予選立順
出場
回数

所属 予選立順
出場
回数

丸山 桃子 兵庫 1 福島 奈津子 初 五段

広島 2 上田 みどり 初 錬士 五段

北海道 24 平野 三千子 14 教士 六段 愛媛 3 岸田 昭美 10 錬士 六段

岩手 38 村川 春圭 4 錬士 六段 香川 4 丸岡 和子 3 錬士 六段

秋田 36 佐々木 哉子 4 錬士 六段 山梨 5 根津 里美 2 錬士 五段

山形 6 福定 葉子 初 五段 山形 6 福定 葉子 初 五段

福島 26 大和田 美沙 2 五段 鹿児島 7 森園 直実 初 教士 六段

茨城 29 柴原 一利子 3 教士 七段 山口 8 立野 知己 14 教士 七段

栃木 13 笠倉 幸子 5 錬士 六段 大分 9 塚原 裕子 初 五段

群馬 25 赤石 知代 2 五段 岡山 10 有森 照美 8 五段

埼玉 22 吉澤 郷実 7 教士 六段 大阪 11 山田 直美 14 教士 七段

千葉 17 金田 由紀 3 錬士 五段 佐賀 12 東田 留美子 2 錬士 五段

東京 33 川越 悠貴 3 五段 栃木 13 笠倉 幸子 5 錬士 六段

神奈川 31 佐々木 晴子 初 錬士 五段 沖縄 14 益本 奈緒子 2 五段

山梨 5 根津 里美 2 錬士 五段 富山 15 村中 順子 初 五段

新潟 16 新保 智子 4 五段 新潟 16 新保 智子 4 五段

長野 37 藤澤 敏恵 2 五段 千葉 17 金田 由紀 3 錬士 五段

富山 15 村中 順子 初 五段 奈良 18 揚田 よう子 6 五段

石川 20 越能 公子 8 教士 六段 滋賀 19 木村 友美 初 五段

福井 23 田端 幸世 初 錬士 五段 石川 20 越能 公子 8 教士 六段

静岡 28 村松 歩 4 錬士 五段 三重 21 辻 恵 9 教士 六段

愛知 27 柘植 知絵子 11 教士 六段 埼玉 22 吉澤 郷実 7 教士 六段

三重 21 辻 恵 9 教士 六段 福井 23 田端 幸世 初 錬士 五段

滋賀 19 木村 友美 初 五段 北海道 24 平野 三千子 14 教士 六段

京都 32 大坪 美保 2 錬士 五段 群馬 25 赤石 知代 2 五段

大阪 11 山田 直美 14 教士 七段 福島 26 大和田 美沙 2 五段

兵庫 1 福島 奈津子 初 五段 愛知 27 柘植 知絵子 11 教士 六段

奈良 18 揚田 よう子 6 五段 静岡 28 村松 歩 4 錬士 五段

和歌山 39 川村 香 7 教士 七段 茨城 29 柴原 一利子 3 教士 七段

鳥取 30 有澤 千秋 14 教士 七段 鳥取 30 有澤 千秋 14 教士 七段

岡山 10 有森 照美 8 五段 神奈川 31 佐々木 晴子 初 錬士 五段

広島 2 上田 みどり 初 錬士 五段 京都 32 大坪 美保 2 錬士 五段

山口 8 立野 知己 14 教士 七段 東京 33 川越 悠貴 3 五段

香川 4 丸岡 和子 3 錬士 六段 東京 34 丸山 桃子 4 五段

徳島 40 田中 久美 2 錬士 六段 福岡 35 佐藤 チズカ 5 錬士 六段

愛媛 3 岸田 昭美 10 錬士 六段 秋田 36 佐々木 哉子 4 錬士 六段

福岡 35 佐藤 チズカ 5 錬士 六段 長野 37 藤澤 敏恵 2 五段

佐賀 12 東田 留美子 2 錬士 五段 岩手 38 村川 春圭 4 錬士 六段

大分 9 塚原 裕子 初 五段 和歌山 39 川村 香 7 教士 七段

鹿児島 7 森園 直実 初 教士 六段 徳島 40 田中 久美 2 錬士 六段

沖縄 14 益本 奈緒子 2 五段

五段4東京 34
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【男子の部 参加選手一覧（地連順／予選立順）】 

 

＜地連順＞ ＜予選立順＞

所属 予選立順
出場
回数

所属 予選立順
出場
回数

大石 幸司 岩手 1 三角 勇人 2 錬士 六段

長崎 2 山本 篤史 9 教士 六段

北海道 22 髙橋 学 5 錬士 六段 熊本 3 緒方 浩人 2 錬士 五段

青森 43 松田 智行 9 教士 七段 滋賀 4 中村 太郎 初 五段

岩手 1 三角 勇人 2 錬士 六段 愛知 5 花井 聡 4 錬士 五段

宮城 16 西村 尭幸 初 五段 岡山 6 西村 英信 7 五段

秋田 35 小松原 茂雄 初 教士 七段 山梨 7 内藤 良太 2 五段

山形 40 伊藤 順一 初 五段 大分 8 竹尾 圭祐 2 五段

福島 13 渡邉 英史 9 教士 七段 鳥取 9 原田 秀樹 初 五段

茨城 19 瀧口 眞央 初 五段 群馬 10 前田 彩 3 五段

栃木 30 増田 訓彦 初 教士 七段 石川 11 曽山 良和 14 教士 六段

群馬 10 前田 彩 3 五段 東京 12 野村 豊司 4 教士 六段

埼玉 31 宮内 毅 初 教士 六段 福島 13 渡邉 英史 9 教士 七段

千葉 33 木川 寿眞 初 五段 和歌山 14 徳田 博文 3 錬士 五段

東京 12 野村 豊司 4 教士 六段 沖縄 15 松本 幸志郎 2 五段

神奈川 18 山本 航也 初 五段 宮城 16 西村 尭幸 初 五段

山梨 7 内藤 良太 2 五段 京都 17 加納 浩弥 3 錬士 六段

新潟 23 西村 洋輝 3 錬士 六段 神奈川 18 山本 航也 初 五段

長野 28 清水 北登 5 錬士 五段 茨城 19 瀧口 眞央 初 五段

富山 47 羽柴 祐浩 5 錬士 六段 鹿児島 20 宮脇 広幸 初 錬士 五段

石川 11 曽山 良和 14 教士 六段 香川 21 森 英二 2 教士 七段

福井 41 鳥山 眞宏 初 錬士 五段 北海道 22 髙橋 学 5 錬士 六段

静岡 46 小栗 崇志 12 錬士 六段 新潟 23 西村 洋輝 3 錬士 六段

愛知 5 花井 聡 4 錬士 五段 佐賀 24 本村 良洋 初 五段

岐阜 44 村瀬 安則 2 錬士 五段 徳島 25 吉田 佳史 23 教士 七段

三重 37 森 直記 8 錬士 六段 島根 26 小原 裕幸 6 教士 六段

滋賀 4 中村 太郎 初 五段 大阪 27 野中 秀治 20 教士 七段

京都 17 加納 浩弥 3 錬士 六段 長野 28 清水 北登 5 錬士 五段

大阪 27 野中 秀治 20 教士 七段 奈良 29 山口 亮二 5 五段

兵庫 39 堀 京太郎 2 五段 栃木 30 増田 訓彦 初 教士 七段

奈良 29 山口 亮二 5 五段 埼玉 31 宮内 毅 初 教士 六段

和歌山 14 徳田 博文 3 錬士 五段 宮崎 32 矢野 翼 2 錬士 五段

鳥取 9 原田 秀樹 初 五段 千葉 33 木川 寿眞 初 五段

島根 26 小原 裕幸 6 教士 六段 広島 34 山村 秋明 12 教士 七段

岡山 6 西村 英信 7 五段 秋田 35 小松原 茂雄 初 教士 七段

広島 34 山村 秋明 12 教士 七段 鳥取 36 大石 幸司 2 五段

山口 38 中村 恭二 初 五段 三重 37 森 直記 8 錬士 六段

香川 21 森 英二 2 教士 七段 山口 38 中村 恭二 初 五段

徳島 25 吉田 佳史 23 教士 七段 兵庫 39 堀 京太郎 2 五段

高知 42 西峯 秋平 初 五段 山形 40 伊藤 順一 初 五段

愛媛 45 藤原 嘉豊 初 錬士 五段 福井 41 鳥山 眞宏 初 錬士 五段

福岡 48 原口 勝利 2 教士 六段 高知 42 西峯 秋平 初 五段

佐賀 24 本村 良洋 初 五段 青森 43 松田 智行 9 教士 七段

長崎 2 山本 篤史 9 教士 六段 岐阜 44 村瀬 安則 2 錬士 五段

熊本 3 緒方 浩人 2 錬士 五段 愛媛 45 藤原 嘉豊 初 錬士 五段

大分 8 竹尾 圭祐 2 五段 静岡 46 小栗 崇志 12 錬士 六段

宮崎 32 矢野 翼 2 錬士 五段 富山 47 羽柴 祐浩 5 錬士 六段

鹿児島 20 宮脇 広幸 初 錬士 五段 福岡 48 原口 勝利 2 教士 六段

沖縄 15 松本 幸志郎 2 五段

五段236鳥取
第70回大会優勝

氏名 称号段位 氏名 称号段位


