
電電公社弓道連盟全国大会入賞記録
1回(結成記念大会) 2回 3回 4回 5回

S42.1.8 S42.8.13 S43.8.25 S44.8.10 S45.8.30
東京都立駒沢公園 東京都立駒沢公園 奈良県橿原神宮 熊本市電電弓道場 広島市広島県立体育館

本部 東京 近畿 九州 中国

10 10 10 10 10

300

松田正一 松田正一 松田正一 松田正一 松田正一

浦井武 浦井武 浦井武 浦井武 浦井武

佐坂一正 佐坂一正 佐坂一正 傍島忠義・西敏夫 傍島忠義

各地区通信大会 各地区通信大会 各地区通信大会 各地区通信大会 S45.11.28

個人三部制 電電公社中央道場

「信和館」完成
個人戦入賞者総合得点 個人戦入賞者総合得点 個人戦入賞者総合得点 個人戦入賞者総合得点 個人戦入賞者総合得点

九州・宮崎 九州・北九州 九州 東海 九州

ー 前田喬(北九州) 市川常作(東海) 市川常作(東海) 坂本致英(関東)

記事 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制

1位 上田恭嗣(北九州) 阿方元春(八女) 徳永武雄(九州) 島村泰夫(中国) 北原弘次(九州)

2位 阿方元春(八女) 服部功(北九州) 田所忠雄(関東) 浮津和央(関東) 北尾幸司(近畿)

3位 梶野喬(中国) 上田恭嗣(北九州) 井上精慈(九州) 帆足正仁(九州) 領五幾夫(近畿)

4位 島村泰生(中国) 石田訓之(北九州) 大光明直孝(関東) 谷田部勝女(関東) 西鴨一男(九州)

無段 5位 日田信義(東海) 末永健一(福岡) 石丸正繁(九州) 徳永武雄(九州) 川島秀明(東海)

記事 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制

1位 福田寿志(中国) 前田喬(北九州) 市川常作(東海) 市川常作(東海) 石田訓之(九州)

2位 阿部磯信(北九州) 市川常作(東海) 滝沢敏雄中国) 露木三郎(東海) 吉村義則(近畿)

3位 松岡理(宮崎) 金子孝也(関東) 泊義雄(九州) 内海信平(東海) 市川常作(東海)

4位 四井勇(熊本) 岡道明(中国) 前田満支(九州) 滝沢敏雄(中国) 阿部磯信(北九州)

5位 奈良勝(熊本) 山口鉄生(福岡) 梶野喬(中国) 高橋寛(四国) 仮屋博昭(九州)

1－3

段

記事 四段以上(10射) 四段以上(10射) 四段以上(10射) 四段以上(10射) 四段以上(10射)

1位 新納文夫(九州) 新納文夫(九州) 阿部満(福岡) 野村正一(四国) 坂本致英(関東)

2位 柴田昭(宮崎) 末松定美(北九州) 神崎新一郎(北九州) 柴田昭(宮崎) 中谷喩(近畿)

3位 薬師寺一郎(九州) 加賀政義(大分) 八木正(北九州) 梶野喬(中国) 小菅賢二(関東)

4段 4位 川本忠幸(熊本) 柴田昭(宮崎) 薬師寺一郎(九州) 高妻忠利(九州) 室園梅夫(九州)

以上 5位 加賀政義(大分) 川本忠幸(熊本) 新納文夫(九州) 岩切国雄(九州) 前田慎一(九州)
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電電公社弓道連盟全国大会入賞記録
6回 7回 8回 9回 10回

S46.8.29 S47.8.20 S48.9.9 S49.9.8 S50.9.28
東京都保谷市信和館弓道場 静岡市立体育館 長野市善光寺城山弓道場 東京都保谷市信和館弓道場 金沢市石川県営弓道場

東京 東海 信越 本部 北陸支部

10 10 10 10 9

16

80 91 351 62

松田正一 松田正一 松田正一 松田正一 橋本真澄

傍島忠義 傍島忠義 村上文章 小野文朗 小野浄治

川久保正人 川久保正人 傍島忠義 傍島忠義

各地区通信大会 各地区通信大会 各地区通信大会 各地区通信大会 50.1.1組織改革
通信局単位の支部制

団体戦3人組に
個人戦入賞者総合得点 個人戦入賞者総合得点 個人戦入賞者総合得点 個人戦入賞者総合得点 3人組24射的中制

九州支部Ｂ

九州・福岡 九州 九州 関東 永田・仮屋・矢木

東海支部

市川・佐藤・戸田

本社支部Ｃ

加本・近藤・梅本

室園梅雄(九州) 柴田昭(九州) 久保田等(関東) 永田雅樹(九州) 仮屋宏昭九州)

記事 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制

1位 帆足正仁(福岡) 北尾幸司(近畿) 松本博和(九州) 上野俊彦(関東)

2位 石原英明(関東) 福島隆(九州) 中村和彦(九州) 阿部惇(関東)

3位 板野修(関東) 西村秀親(九州) 青柳勇一(九州) 草野春義(関東)

4位 西村秀親(八女) 三角重実(九州) 美馬孝一(四国) 水越溝睦(関東)

無段 5位 田村和好(関東) 土橋秀彦(関東) 前田俊彦(九州) 藤巻圭史(関東)

記事 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制 個人戦統一(10射)

1位 海野忠雄(東海) 関根薫(関東) 金子孝之(関東) 永田雅樹(九州) 仮屋博明(九州)

2位 岡本茂(中国) 金子孝之(関東) 高橋寛(四国) 本橋秀夫(東京) 林益美(東北)

3位 柏木信之(福岡) 佐藤芳之(東海) 小幡文男(通研) 横山昭男(本社) 傍島忠義(本社)

4位 三村繰(中国) 米沢利宏(北陸) 柏木信之(福岡) 山口幸男(関東) 福岡恒忠(北陸)

5位 久保田等(関東) 境康彦(九州) 北原弘次(九州) 天野忠文(四国) 市川常作(東海)

6位 阿部満(九州)

7位 境康彦(九州)

8位 梅本秀夫(本社)

1－3 9位 伊藤茂樹(関東)

段 10位 加本務(本社)

記事 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制

1位 室園梅雄(八女) 柴田昭(九州) 久保田等(関東) 関根薫(関東)

2位 梅本政男(広島) 室園梅夫(九州) 林差美(東北) 堀内忠和(信越)

3位 前田喬(福岡) 浦井武(関東) 薬師寺一郎(九州) 坂本致英(関東)

4段 4位 奥正志(三戸) 前田慎一(九州) 神崎新一郎(北九州) 新納文夫(九州)

以上 5位 飯田清(銚子) 中村昭三(九州) 山田勇(関東) 戸田吉美(東海)

記事 OB新設(10射)

1位 野母太平(九州)

2位 神崎新一郎(北九州)

3位 中島利男(九州)

4位 松田正一(本社)

5位 金子孝三(関東)

変革等

総合優勝者

支
部
対
抗
戦

記事

1位

2位

3位

個
人
戦

O
B
の
部

C
級

B
級

A
級

参加団体数

参加人員

会長

副会長

回数

開催月日

場所

大会主管支部

参加支部数



電電公社弓道連盟全国大会入賞記録
11回 12回 13回 14回 15回

S51.9.26 S52.9.25 S53.9.3 S54.9.16 S55.9.21
熊本市電電弓道場 山梨県石和温泉泉山荘 奈良県橿原神宮 東京都保谷市信和館弓道場 名古屋市県立スポーツ会館

九州支部 関東支部 近畿支部 本社支部 東海支部

9 10 11 11 11

13 24 20 26 23

62 103 94 134 125

橋本真澄 植田義明 植田義明 植田義明 小野浄治

小野浄治 小野浄治 小野浄治 小野浄治 松田亮一

全弓連後援・賞品拝受 東北支部承認 四国支部承認

団体戦3人組

個人二部制に
3人組24射的中制 3人組24射的中制 3人組24射的中制 3人組24射的中制 3人組24射的中制

中央学園支部 本社支部B 近畿支部 東京支部 近畿支部

平川・柴田・船津 加本・今井・梅本 野中・松浦・船津 池田・金子・梅本 野中・米谷・船津

本社支部 近畿支部A 四国支部 九州支部 関東支部
大光明・中村・小幡 船津・野中・中谷 村上・桑島・名越 柴田・中村・境 小林・竹本・平野

東海支部 九州支部 九州支部 東北支部 北陸支部

佐藤・浅見・戸田 熊田・田代・末松 永田・中村・満石 米野・三河・小林 正札・棗・角谷

佐藤芳広(東海) 梅本秀夫(本社) 永田正樹(九州) 野中秀治(近畿) 野中秀治(近畿)

記事 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制

1位 佐藤芳広(東海) 久保田等(関東) 宇賀勝秀(関東) 柴田昭(九州) 米谷武芳(近畿)

2位 柴田昭(九州) 今井和夫(本社) 野中秀治(近畿) 伊藤光容(東海) 神沼光太郎(関東)

3位 船津卓三(本社) 桑島孝郎(四国) 村上俊行(四国) 坂本致英(関東) 柴田克巳(東海)

4位 黒川正道(北陸) 近藤礼之(東京) 高橋裕明(中央学園) 金子武男(東京) 船津卓三(近畿)

5位 熊田健一(九州) 中谷喩(近畿) 船津卓三(近畿) 竹林雅司(本社) 正札武治(北陸)

6位 木村克巳(九州) 熊田健一(九州) 堀江良尚(東海) 松浦峰三(東海) 嶋影俊夫(東京)

7位 仮屋博昭(九州) 山田達之(北陸) 小林雄一(関東) 米野善郎(東北) 荒木泰昌(本社)
男女 8位 塚本和好(関東) 堀内忠和(信越) 小林昭雄(東北) 宇賀勝秀(関東) 本橋秀夫(本社)
段位 9位 柴田克巳(東海) 加本務(本社) 永田正樹(九州) 白沢孝洋(中央学園) 窪純一郎(関東)
不問 10位 戸田吉美(東海) 窪純一郎(関東) 本田節雄(近畿) 船津卓郎(近畿) 平野利広(関東)

記事 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制 10射的中制

1位 野母太平(九州) 浦井武(関東) 浦井武(関東) 国重要(東京) 市川常作(東海)

2位 八木正(九州) 八木正(九州) 高橋寛(四国) 高橋実(東京) 海野忠雄(東海)

3位 川本忠幸(九州) 傍島忠義(本社) 国重要(東京) 浦井武(関東) 八木正(九州)

4位 中島利雄(九州) 高橋実(東京) 高橋実(東京) 小幡文男(本社) 岡田弘(近畿)

(OB) 5位 北川亦喜(九州) 野母太平(九州) 岡田弘(近畿) 岡田弘(近畿) 浦井武(関東)
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部



電電公社・NTTグループ弓道連盟全国大会入賞記録
16回 17回 18回 19回 20回

S56.9.13 S57.9.26 S58.9.24 S59.9.30 S60.11.24

宮城県立武道館 東京都立駒沢公園 熊本市営北岡弓道場 明治神宮至誠館 埼玉県大宮公園

東北支部 本部 九州支部 東京支部 関東支部

11 11 11 13 13

18 11 10 11 12

100 116 116 164 218

小野浄治 小野浄治 小野浄治 松田亮一 松田亮一

松田亮一 松田亮一 松田亮一 寺西昇 寺西昇

60年4月から民営化

団体戦予選5名 NTTと名称変更 団体戦3位2チーム

決勝3名 中学・鈴鹿支部承認 個人四部制
3人組24射的中制 5の内3名24射的中制 5の内3名24射的中制 5の内3名24射的中制 5人組20射

上位6チーム(3名)TM 上位6チーム(3名)TM 上位6チーム(3名)TM 前年1･2位シード8チームTM

近畿支部 関東支部 関東支部 九州支部 東京支部

大林・吉田・野中 三浦・平野・広木 坂本・福田・平野 白沢・新納・高山 田中・池田・岩田

小林・久保田 伊藤・広木 堺 金子・冨澤

東京支部 四国支部 近畿支部 中央学園支部 本社支部

島田・中山・梅本 大坪・村上・天野 松浦・本田・野中 的場・清水・佐藤 小林・東・大林

桑島・名越 吉田・本田 大波・佐久間 中山・本橋

本社支部 東海支部 九州支部 関東支部 関西支部
大光明・加本・黒沢 柴田・松浦・佐藤 高野・白沢・向吉 広木・渡辺・桜井 松浦・吉田・田中

小木曽・戸田 永田・中村 片田・坂本 本田・野中

四国支部

村上・仁木・大坪

田中・天野

久保田等(関東) 広木栄則(関東) 広木栄則(関東) 堺康彦(九州) 田中健二(東京)

記事 初段以下(2/4以上射詰)

1位 丸岡正典(東京)

2位 大坪孝一(四国)

3位 中島進(中央学園)

4位 松山浩之(東海)

5位 竹田昌市(東京)

記事 8射5中上者射詰 4射2中上者射詰 4射2中上者射詰 4射2中上者射詰 弐段以上(2/4以上射詰)

1位 野中秀治(近畿) 新納文夫(九州) 吉田英生(近畿) 中里也寸志(関東) 野中秀治(関西)

2位 村上俊行(四国) 船津卓三(本社) 金子武男(東京) 松浦峯三(東海) 村上俊行(四国)

3位 久保田等(関東) 米谷武芳(本社) 松浦良一(近畿) 佐藤芳広(東海) 長谷川弘(関東)

4位 天野忠文(四国) 久保田等(関東) 福田茂永(関東) 新納文夫(九州) 伊藤光容(東海)

5位 小林昭雄(東北) 広木栄則(関東) 村上俊行(四国) 松原八千代(信越) 田中秀明(四国)

6位 福田孝次(九州) 沼倉正忠(東北) 白沢孝洋(九州) 小林一巳(本社)
19回まで 7位 宇賀勝秀(関東) 竹本雅彦(関東) 岩田宗光(東京) 藤崎誠(関東)

男女 8位 柴田克巳(東海) 村上俊行(四国) 平野利広(関東) 福田茂永(関東)

段位 9位 平野利広(関東) 伊藤茂樹(関東) 小池満(鈴鹿) 細川修英(信越)

不問 10位 大林正幸(近畿) 米野善郎(東北) 戸田吉美(東海) 池田和彦(鈴鹿学園)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 4射的中制

1位 浦井武(関東) 渡辺明(東北) 境康彦(九州) 飯田長市(関東) 浦井武(本部)

2位 高橋実(東京) 押田保利(東京) 八木正(九州) 山田勇(関東) 中畑幸吉(信越)

3位 渡辺明(東北) 谷地政共(本部) 末松定美(九州) 浦井武(本部) 山田勇(関東)

4位 谷地政共(本部) 小幡文男(本社) 蒲田久男(九州) 中畑幸吉(信越) 松田正一(本部

(OB) 5位 小泉柳吉(関東) 阿部治男(九州) 谷地政共(本部) 高橋実(東京) 川崎延澄(東海)

記事 8射的中制

1位 小池修子(関東)

2位 雨宮衣里(本社)

3位 本田則子(関西)

4位 平野佳澄(関東)

5位 丸木賢子(東京)

回数

開催月日

場所

大会主管支部

参加支部数

参加団体数

参加人員

会長

副会長

支
部
対
抗
戦

1位

2位

3位

記事

変革等

二
部

団体戦8射最高的中者

個
人
戦

男
子
一
部

女
子
の
部

一
部



NTT弓道連盟全国大会入賞記録
21回 22回 23回 24回 25回

S61.9.14 S62.10.4 S63.9.25 H1.9.24 H2.10.7
松山市愛媛県立弓道場 金沢市石川県立武道館 千葉県総合運動場 長野市営運動場 伊勢神宮

四国支部 北陸支部 関東支部 信越支部 東海支部

13 13 13 13 13

11 11 12 11 11

180 190 225 201 138

松田亮一 寺西昇 寺西昇 寺西昇 寺西昇

寺西昇 大谷紀幸 大谷紀幸 大谷紀幸 大谷紀幸

豊川一男 会田暁生 会田暁生 田中篤夫

5人組20射 5人組20射 5人組20射 5人組20射 5人組20射
前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM

東京支部 関西支部 関西支部 関西支部 関西支部

池田・田中・丸岡 野中・松浦・田中 松浦・谷口・池田 谷口・野中・田中 谷口・田中・本田

金子・冨澤 米谷・船津 岸野・本田・野中 奥見・本田 奥見・岸本・野中

東海支部 東京支部 東海支部 九州支部 信越支部

柴田・松山・溝口 田中・島影・保科 柴田・佐藤・西郷 西川・野口・境 細川・富永・保科

伊藤・戸田 本橋・近藤 溝口・松山・戸田 宇治野・高野 森本・久保

本社支部 北陸支部 関東支部 関東支部 本社支部

東・渡辺・大林 正札・棗・宮崎 長谷川・大波・久保田 堀部・高柳・岩田 田中・宮崎・大光明

中山・本橋 角谷・米沢・石橋 木村・広木・樋口 木村・広木 越本・船津・萩原

九州支部 九州支部 信越支部 四国支部 東北支部

安田・境・池田 境・石橋・橋本 細川・富永・松原 天野・仁木・大坪 横尾・丸岡・柴田

白沢・高野 高野・向吉 柴野・久保・浦の 田中・名越 菅原・小林・三河

池田浩三(東京) 松浦良一(関西) 野中秀治(関西) 谷口和一(関西) 田中照久(関西)

記事 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰

1位 石塚典之(鈴鹿学園) 島影俊夫(東京) 松山浩之(東海) 松山浩之(東海) 丸岡正典(東北)

2位 松山浩之(東海) 桑島啓二(四国) 板橋厚(東北) 田中敦(関東) 大門幸信(鈴鹿)

3位 松山浩之(東海) 長谷川達也(鈴鹿学園) 波名城裕(鈴鹿学園) 田川渉(関西)

初段 4位 決勝進出者2名のみ 決勝進出者3名のみ 決勝進出者3名のみ 決勝進出者3名のみ 森本泰弘(信越)

以下 5位 水上芳治(鈴鹿学園)

記事 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰

1位 大坪孝一(四国) 正札武治(北陸) 広木栄則(関東) 高柳一(関東) 田中健二(本社)

2位 黒沢秀行(本社) 野中秀治(関西) 大坪孝一(四国) 谷口和一(関西) 村上康喜(四国)

3位 溝口昭一(東海) 柴田克巳(東海) 谷口和市(関西) 本田節雄(関西) 船津卓三(関西)

4位 片田一弘(関東) 田中健二(東京) 池田浩三(東京) 木村敏一(関東) 高柳一(関東)

5位 中里也寸志(関東) 堀部雅志(関東) 村上康喜(四国) 高野要(九州) 樋口久雄(関東)

6位 米谷武芳(関西) 米野善郎(東北) 久保田等(関東) 正札武治(北陸)

7位 菅原正明(東北) 田中健二(本社) 池田浩三(東京) 山田文雄(九州)

8位 大坪孝一(四国) 村上俊行(四国) 冨澤明(東京) 柴田義幸(東北)

2段 9位 名越徳夫(四国) 久保正治(信越) 戸田吉美(東海) 柴田克巳(東海)

以上 10位 本田節雄(関西) 池田和彦(関西) 金子武男(東京) 堀部雅志(関東)

記事 4射的中制 4射的中制 4射的中制 4射的中制 4射的中制

1位 浦井武(本部) 松田正一(本部) 黒沢秀行(本社) 篠目和英(関東) 篠目和英(関東)

2位 山田勇(関東) 飯田長市(関東) 篠目和英(関東) 堀内忠和(信越) 島影俊夫(東京)

3位 谷地政共(本部) 篠目和英(関東) 浦井武(本部) 山田達之(北陸) 坂本致英(関東)

4位 池田瑞男(本部) 浦井武(本部) 中畑幸吉(信越) 浦井武(本部) 山田達之(北陸)

OB 5位 坂本致英(関東) 谷地政共(本部) 谷地政共(本部) 松田正一(本部) 谷地政共(本部)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 小池修子(関東) 小池修子(関東) 平野佳澄(関東) 久保田知子(関東) 小池修子(関東)

2位 平野佳澄(関東) 内田洋子(東京) 小池修子(関東) 酒井富美(東海) 中森恵美(東海)

3位 松原八千代(信越) 久保田知子(関東) 久保田知子(関東) 小池修子(関東) 久保田知子(関東)

4位 雨宮衣里(本社) 松原八千代(信越) 飯田幸子(関東) 村上範子(四国) 木村美智子(北陸)

5位 剣持佐規子(東京) 木村美智子(北陸) 粟飯原まきえ(関東) 宮崎法子(北陸) 栗原祥子(本社)

1位

2位

3位

参加団体数

参加人員

会長

副会長

回数

開催月日

場所

参加支部数

大会主管支部

個
人
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変革等

記事
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子
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部
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戦



NTT弓道連盟全国大会入賞記録
26回 27回 28回 29回 30回

H3.9.15 H4.9.13 H5.10.31 H6.9.11 H7.10.8

明治神宮至誠館 奈良市鴻池運動公園 明治神宮至誠館 松山市松山大学弓道場 熊本市水前寺総合体育館

本社支部 関西支部 東京支部 四国支部 九州支部

13 13 13 14 14

12 12 12 12 13

211 192 165 123 142

大谷紀幸 大谷紀幸 大谷紀幸 大谷紀幸 和才博美

和才博美 和才博美 和才博美 和才博美 赤羽根靖隆

田中篤夫 田中篤夫 田中篤夫 田中篤夫 小柳隆司
個人戦1・3・女子6射 ドコモ支部承認 プリンテック支部承認

二部予選2/4・ 北海道支部承認

射詰は8寸的 中央学・鈴鹿学支部解散

5名20射 5人組20射 5人組20射 5人組20射 5人組20射
前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM 前年1･2位シード8チームTM

東海支部 九州支部 東京支部 東京支部 関西支部

松山・伊藤・佐藤 境・西村・野添 田中・保科・川口 田中・池田・川口 谷口・本田・藤田

神尾・水野・戸田 吉井・宇治野・福永 木俣・冨澤 木俣・冨澤 上塚・野中

東京支部 東京支部 四国支部 関東支部 四国支部

田中・池田・岩田 田中・池田・横瀬 名越・田中・福本 明吉・堀部・園部 天野・中屋・真鍋

保科・川口・冨澤 保科・木俣・冨澤 天野・桑島 広木・久保田 田中・桑島

九州支部 四国支部 関東支部 九州支部 東京支部

境・杉谷・野添 天野・江本・谷 明吉・高柳・園部 西村・境・渡辺 池田・岩田・本橋

吉井・宇治野 村上・桑島・村上 広木・久保田 吉井・新地 木俣・冨澤

関西支部 関西支部 関西支部 鈴鹿支部 東海支部

谷口・本田・岸本 谷口・本田・岸本 谷口・本田・上塚 杉山・清水・石島 阿部・水野・神尾

奥見・田川・野中 奥見・田川・野中 藤田・野中 鈴木・篠目 柴田・松浦

伊藤光容(東海) ？ 木俣録八(東京) 川口知一(東京) 藤田晴彦(関西)

記事 初段以下(2/4以上射詰) 6射的中制 6射的中制 6射的中制 6射的中制

1位 今泉光宏(鈴鹿) 福本慎司(四国) 井上哲也(中央学園) 桑島啓二(四国) 中島兵威(北海道)

2位 福本慎司(四国) 田川渉(関西) 池田和美(信越) 河村克也(ドコモ) 田中敦(関東)

3位 ミカニル・リンデンバウム(本社) 金高信也(鈴鹿) 大室仲(本社) 中野隆(信越) 野村朋晃(プリン)

初段 4位 南出秀昭(鈴鹿) 池田和美(鈴鹿) 西村富夫(鈴鹿) 大室仲(本社) 桑島啓二(四国)

以下 5位 池田和美(鈴鹿) 岩本信幸(鈴鹿) 山下敏夫(鈴鹿) 柳沢安夫(四国) 見山稔(東北)

記事 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰 2/4以上射詰

1位 野中秀治(関西) 佐藤芳広(東海) 野中秀治(関西) 久保田等(関東) 米野善郎(東北)

2位 広木栄則(関東) 谷口和市(関西) 本橋秀夫(東京) 名越徳夫(四国) 上田雅巳(関東)

3位 冨澤明(東京) 正札武治(北陸) 桑島孝郎(四国) 川口知一(東京) 野中秀治(関西)

4位 岩田健治(関東) 神尾直人(東海) 広木栄則(関東) 神代真琴(ドコモ) 神尾直人(東海)

5位 宇治野勇(九州) 伊藤茂樹(関東) 田中健二(東京) 明吉智幸(関東) 柴田克巳(東海)

6位 谷口和市(関西) 桑島孝郎(四国) 佐藤三千男(東北) 木俣録八(東京) 本橋秀夫(東京)

7位 保科義憲(東京) 池田浩三(東京) 神尾直人(東海) 山本好彦(関西) 池田和彦(九州)

8位 神代真琴(本社) 岡部健司(鈴鹿) 伊藤弘(東北) 黒川正道(北陸) 田中健二(プリン)

2段 9位 伊藤茂樹(関東) 島田英悟(東京) 村上康喜(四国) 池田浩三(東京) 名越徳夫(四国)

以上 10位 村上康喜(四国) 冨澤明(東京) 山田文雄(九州) 新地正己(九州) 樋口久雄(関東)

記事 4射的中制 6射的中制 6射的中制 6射的中制 6射的中制

1位 浦井武(本部) 金子武(東京) 伊藤昇(関東) 篠目和英(関東) 鈴木茂雄(関東)

2位 鈴木茂雄(関東) 浦井武(本部) 鈴木茂雄(関東) 谷地政共(本部) 木村克巳(九州)

3位 石島照造(関東) 鈴木茂雄(関東) 谷地政共(本部) 石島照造(関東) 八木正(九州)

4位 篠目和英(関東) 小幡文男(本社) 石島照造(関東) 鈴木茂雄(関東) 新納文夫(九州)

OB 5位 鎌田治夫(関東) 山田達之(北陸) 清水弘美(東京) 伊藤昇(関東) 谷地政共(本部)

記事 8射的中制 6射的中制 6射的中制 6射的中制 6射的中制

1位 谷桃子(四国) 後藤実千恵(本社) 酒井富美(本社) 小池修子(関東) 伊藤由紀子(関東)

2位 久保田知子(関東) 中森恵美(東海) 小池修子(関東) 粟飯原まきえ(関東) 東家真規(東京)

3位 小池修子(関東) 酒井富美(東海) 丸木賢子(東京) 久保田知子(関東) 粟飯原まきえ(関東)

4位 後藤実千恵(本社) 吉井久美子(九州) 佐藤哉子(本社) 高木富美(本社) 庄司由紀(東北)

5位 粟飯原まきえ(関東) 佐藤哉子(本社) 北沢恵津子(関東) 宮崎法子(北陸) 佐藤哉子(本社)

参加団体数

参加人員

会長

副会長
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NTT&NTTグループ弓道連盟全国大会入賞記録
31回 32回 33回 34回 35回

H8.9.15 H9.9.14 H10.9.13 H11.10.31 H12.9.24
横浜市県営弓道場 宮城県立武道館 石川県立武道館 明治神宮至誠館 伊勢神宮

関東支部 東北支部 北陸支部 本社支部 東海支部

14 14 14 14 15

13 13 13 13 13

140 131 131 137 117

和才博美 和才博美 和才博美 和才博美 和才博美

赤羽根靖隆 赤羽根靖隆 赤羽根靖隆 赤羽根靖隆 佐々木崇

小柳隆司 小柳隆司 小柳隆司 小柳隆司 山田隆持
NTT-G弓道連盟に変更 開会式は前日施行

本社支部が中央支部に名変 データ支部承認15支部

男子個人戦1.2部段位変更 プリン支部がBJ支部に名変

5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦

関西支部 東京支部 関西支部 関東支部 東北支部

谷口・山本・本田 池田・横瀬・木俣 藤田・山本・船津 中山・大波・窪 横尾・長淵・菅原

藤田・野中 藤原・岩田 谷口・野中・本田 広木・久保田 須藤・柴田・石森

関東支部 九州支部 北海道支部 東京支部 九州支部

堀部・中山・広木 境・岩本・渡辺 浦田・菅野・中島 池田・常盤・藤原 岩本・堺・仮屋

薗部・久保田 中村・宇治野 及川・小田 川端・岩田・河合 山田・宇治野

東海支部 北陸支部 東北支部 北陸支部 東京支部

神尾・水野・阿部 中村和・中村嘉 横尾・柴田・菅原 万元・中村・石橋 藤原・河合・岩田

飯田・柴田 宮崎法・宮崎信・黒川 内山・米野 宮崎・黒川 横瀬・冨澤・保科

四国支部 プリンテック支部 関東支部 四国支部 関東支部

田中・真鍋・福本 田中・野村・高田 中山・樋口・園部 天野・福本・真鍋 園部・樋口・久保田

村上・天野 高橋・金子 高柳・広木 村上・名越・三井 竹本・広木・小池

谷口和一(関西) 藤原真(東京) 谷口和一(関西) (関東) 須藤弘一(東北)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 2段以下8射点数制に変更 8射的中制に戻す

1位 桑島啓二(四国) 板橋厚(ドコモ) 森本泰弘(信越) 岩瀬泰則(本社) 神尾直人(東海)

2位 田中敦(関東) 森本泰弘(信越) 野村朋晃(プリン) 真鍋純一(四国) 山本好彦(関西)

3位 渡辺和夫(関東) 桑島啓二(四国) 三井千杉(関東) 板垣博記(東北) 横尾和人(東北)
初段(弐段) 4位 中島兵威(北海道) 野村朋晃(プリン) 指出康明(関東) 畑出英巳(東海) 岡村健一郎(東京)

以下 5位 中野隆(信越) 白石泰(関東) 畑出英巳(東海) 横尾和人(東北) 森本泰弘(信越)

記事 4射2中以上射詰 4射2中以上射詰 4射2中以上射詰 3段以上8射点数制に変更 4射2中以上射詰に戻す

1位 野中秀治(関西) 藤原真(東京) 及川正成(北海道) 田中健二(プリン) 藤原真(東京)

2位 木俣録八(東京) 真鍋純一(四国) 木俣録八(東京) 野中秀治(関西) 田中健二(BJ)

3位 米野善郎(東北) 横瀬正夫(東京) 広木栄則(関東) 藤原真(東京) 保科義憲(東京)

4位 中村和人(北陸) 今井和雄(本社) 広田秀三(北陸) 木俣録八(ドコモ) 桑島孝郎(四国)

5位 上塚修(関西) 神尾直人(東海) 野中秀治(関西) 川端文夫(東京) 川端文夫(東京)

6位 久保田等(関東) 岩澤一宏(東北) 山本勝弘(東海) 境芳文(九州) 伊藤光容(東海)

7位 池田浩三(東京) 宮崎信一(北陸) 池田浩三(東京) 池田浩三(東京) 石橋政光(北陸)

8位 水野宣治(東海) 明吉智幸(関東) 名越徳夫(四国) 河合亮一(東京) 村上康喜(四国)
2段(三段) 9位 柴田克巳(東海) 岩田宗光(東京) 野中秀治(関西) 本橋秀夫(東京) 高井治(東海)

以上 10位 野中秀治(関西) 保科義憲(東京) 福本交伸(四国) 谷口和一(関西) 木俣録八(ドコモ)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射点数制に変更 8射的中制に戻す

1位 谷地政共(本部) 近藤礼之(東京) 近藤礼之(東京) 石島照造(関東) 戸田吉美(東海)

2位 金子武男(東京) 清水弘美(東京) 浦田進(北海道) 鎌田治夫(関東) 金子武男(東京)

3位 柏木博公(関東) 金子武男(プリン) 篠目和英(関東) 黒沢秀行(ドコモ) 谷地政共(本部)

60歳 4位 阿部治男(九州) 近藤礼之(東京) 山田達之(北陸) 伊藤昇(関東) 清水弘美(東京)

以上 5位 石島照造(関東) 伊藤昇(関東) 正札武治(北陸) 谷地政共(本部) 石島照造(関東)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射点数制に変更 8射的中制に戻す

1位 斎藤絵里香(関東) 清水美也子(四国) 菅原真紀(東北) 三井由美子(関東) 菅原真紀(東北)

2位 樋口静子(関東) 庄司由紀(東北) 石渡美紀(ドコモ) 樋口静子(関東) 高木富美(中央)

3位 菅原真紀(東北) 菅原真紀(東北) 赤木愛(九州) 高木富美(本社) 石渡美紀(ドコモ)

4位 高木富美(本社) 谷桃子(四国) 三井由美子(関東) 三井康子(四国) 樋口静子(関東)

5位 石渡美紀(ドコモ) 三井由美子(関東) 島田照子(ドコモ) 菅原真紀(東北) 高原由紀子(四国)

2位
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NTT・Ｇ弓道連盟全国大会入賞記録
36回 37回 38回 39回 40回

H13.9.16 H14.9.1 H15.9.7 H16.9.12 H17.9.24

長野市運動公園 滋賀県立武道館 北海道立総合体育センタ 徳島県鳴門市 明治神宮至誠館第二

信越支部 関西支部 北海道支部 四国支部 関東支部

15 15 15 13 13

13 13 13 13 13

125 112 102 110 123

和才博美 和才博美 和才博美 和才博美 山田隆持

佐々木崇 山田隆持 山田隆持 山田隆持 真田康臣

山田隆持 真田康臣 真田康臣 真田康臣 片山泰祥
北陸支部活動休止

(15実稼動13)

5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦

東京支部 関西支部 東京支部 関東支部 東京支部

藤原・森・横瀬 谷口・船津・井原 岩田・杉山・河合 堀部・窪・樋口 川端・横瀬・河合

河合・岩田・保科 米谷・野中・本田 保科・冨澤・佐藤 広木・久保田・小池 杉山・冨澤・岩田

四国支部 関東支部 データ支部 九州支部 関東支部
村上敏・福本・真鍋 高柳・樋口・広木 頼政・池田・吉田 西村・堺・渡辺 阿部・斎藤・高柳

村上康・桑島 窪・久保田・片田 高木・金子 山田・吉井・宇治野 広木・久保田・樋口

北陸支部 東海支部 信越支部 東京支部 中央支部

万元・鹿田・中村 水野・畑出・中森 松本・外谷・佐藤 河合・横瀬・岩田 大室・高木・本田

宮崎・黒川 柴田・神尾・奥田 久保・細川・浦野 杉山・冨澤・森 佐藤・大光明・小林

東北支部 データ支部 中央支部 データ支部 九州支部

横尾・長淵・菅原 頼政・池田・吉田 土生・大室・杉園 頼政・池田・岡田 渡辺・岩本・吉井

須藤・柴田 高木・金子 佐藤・大光明・小林 高木・金子 山田・仮屋・磯崎

藤原真(東京) 谷口和一(関西) 河合亮一(東京) 堀部雅志(関東) 川端文夫(東京)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 畑出英巳(東海) 長渕直樹(東北) 岩瀬泰則(北海道) 岡田和彦(データ) 上田雅巳(東海)

2位 森本泰弘(信越) 岩瀬泰則(中央) 大室仲(中央) 滝田和輝(ドコモ) 西村洋輝(信越)

3位 長渕直樹(東北) 藤部秀樹(ドコモ) 杉園幸司(中央) 植田雅巳(東海) 横尾和人(東北)

2段 4位 大室仲(中央) 原田隆興(九州) 神尾真人(東海) 長渕直樹(東北) 長谷川徹(ドコモ)

以下 5位 児玉敬二(関東) 大室仲(中央) 横尾和人(東北) 藤部秀樹(ドコモ) 神尾真人(東海)

記事 4射2中以上射詰 4射2中以上射詰 4射2中以上射詰 4射2中以上射詰 4射2中以上射詰

1位 田中健二(BJ) 池田浩三(データ) 頼政秀幸(データ) 小田昌美(北海道) 頼政秀幸(データ)

2位 久保田等(関東) 田中健二(BJ) 河合亮一(東京) 境芳文(九州) 藤原真(BJ)

3位 池田浩三(データ) 万元勇雄(北陸) 村上敏行(四国) 岩澤一宏(東北) 村上敏行(四国)

4位 村上康喜(四国) 川端文夫(東京) 福本交伸(四国) 河合亮一(東京) 渡辺敏郎(九州)

5位 万元勇雄(北陸) 真鍋純一(四国) 桑島孝郎(四国) 野中秀治(関西) 池田浩三(データ)

6位 米谷武芳(関西) 久保田等(関東) 藤原真(BJ) 藤原真(BJ) 惣台聖治(関西)

7位 本橋秀夫(東京) 杉山勝美(東京) 池田浩三(データ) 久保田等(関東) 及川正成(BJ)

8位 高橋幸男(中央) 松本泰之(信越) 木俣録八(ドコモ) 桑島孝郎(四国) 高本祝彦(データ)

3段 9位 桑島孝郎(四国) 村上康喜(四国) 久保田等(関東) 頼政秀幸(データ) 谷口和市(関西)

以上 10位 河合亮一(東京) 柴田克巳(東海) 岩澤一宏(東北) 西村洋三(九州) 吉井俊郎(九州)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 堀内忠和(信越) 近藤礼之(東京) 保科義憲(東京) 石島照造(関東) 石島照造(関東)

2位 石島照造(関東) 園部俊雄(関東) 小林昭雄(東北) 保科義憲(東京) 小坂起夫(北海道)

3位 篠目和英(関東) 小林昭雄(東北) 梅本秀夫(ドコモ) 近藤礼之(東京) 小田昌美(北海道)

60歳 4位 鎌田治夫(関東) 石島照造(関東) 近藤礼之(東京) 小林昭雄(東北) 鎌田治夫(関東)

以上 5位 戸田吉美(東海) 戸田吉美(東海) 谷地政共(本部) 戸田吉美(東海) 園部俊雄(関東)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 菅原真紀(東北) 鈴木奈津子(ドコモ) 野中敏代(関西) 熊野歩(ドコモ) 松村百合(データ)

2位 佐藤哉子(中央) 船津綾(関西) 船津綾(関西) 盛川好枝《北海道) 井原千草(関西)

3位 中森恵美(東海) 野中敏代(関西) 土生淳子(中央) 出井京子(ドコモ) 出井京子(ドコモ)

4位 村上範子(四国) 久保田知子(関東) 佐藤哉子(中央) 井原千草(関西) 熊野歩(ドコモ)

5位 三井由美子(関東) 土生淳子(中央) 村上範子(四国) 土生淳子(中央) 久保田知子(関東)
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NTTグループ弓道連盟全国大会入賞記録
41回 42回 43回 44回 45回 46回

H18.11.12 H19.8.26 H20.9.14 H21.11.1 H22.10.17 H23.10.30

熊本県植木町 宮城県仙台市 明治神宮至誠館第二 石川県立武道館 明治神宮至誠館第二 岐阜メモリアルセンター長良川

九州支部 東北支部 東京・データ支部 ドコモ支部 中央支部 東海支部

13 13 12 13 13 13

13 13 12 13 13 13

111 103 118 95 113 106

山田隆持 山田隆持 山田隆持 片山泰祥 片山泰祥 片山泰祥

真田康臣 真田康臣 片山泰祥 前田幸一 前田幸一 前田幸一

片山泰祥 片山泰祥 前田幸一 高畠宏一 高畠宏一 高畠宏一

BJ支部解散 北陸支部活動再開

全国12支部に

5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦

データ支部 データ支部 東京支部 ドコモ支部 東京支部 東京支部
頼政・池田・金子美 頼政・池田・武田 河合・杉山・小泉 神代・藤部 藤原・川端・河合 藤原・松本・河合

高木・金子哲 高木・金子哲 川端・冨澤 古尾谷・飯田・木俣 岩田・冨澤 岩田・本橋

東京支部 北海道支部 北海道支部 四国支部 関東支部 信越支部

河合・杉山・横瀬 小田・盛川・岩瀬 及川・岩瀬・小坂 村上敏・村上康 樋口・岩田・堀部 松本・町田・金子

本橋・冨澤 藤田・小坂 中島・小田 村上範・福本・天野 広木・久保田 大島・細川

北海道支部 関西支部 データ支部 北陸支部 九州支部 九州支部

中島・盛川・岩瀬 谷口・船津綾・福永 頼政・池田・武田 黒川・寺岡 岩本・小田・本田 本田・小田・岩本

藤田・小田 船津卓・野中 高木・金子哲 山本輝・山本司・正札 渡邊・山田 渡邊・池田

BJ支部 九州支部 関東支部 北海道支部 信越支部 データ支部

藤原・佐伯澄 堺・本田・岩本 樋口・岩田 岩瀬・中島・小坂 西村・町田・松本 頼政・吉田・武田
佐伯秀・及川・田中 渡辺・仮屋 高柳・広木・久保田 中島・小田 大島・細川 高本・池田

頼政秀幸(データ) 池田浩三(データ) 杉山勝美(東京) 木俣録八(ドコモ) 藤原真(東京) 本橋秀夫(東京)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 小林心(中央) 武田健太郎(データ) 藤井啓正(ドコモ) 藤井啓正(ドコモ) 飛山泰亮(東北) 北澤邦彦(関東)

2位 藤部秀樹(ドコモ) 飯田博司(ドコモ) 兼本京士郎(ドコモ) 滝田和輝(ドコモ) 須貝初(東北) 上田雅巳(東海)

3位 飛山泰亮(東北) 神尾直人(東海) 須貝初(東北) 兼本京士郎(ドコモ) 小林心(中央) 須貝初(東北)

2段 4位 遠藤英輔(ドコモ) 曽我浩司(ドコモ) 滝田和輝(ドコモ) 飛山泰亮(東北) 秋松泰史(東海) 中野雄介(中央)

以下 5位 兼本京士郎(ドコモ) 滝田和輝(ドコモ) 飛山泰亮(東北) 井口稔行(東京) 神尾直人(東海) 滝田和輝(ドコモ)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 西村羊惣(九州) 木俣録八(ドコモ) 久保田等(関東) 頼政秀幸(データ) 西村洋輝(信越) 堀部雅志(関東)

2位 畑出英巳(東海) 河合亮一(東京) 谷口和一(関西) 池田浩三(データ) 頼政秀幸(データ) 本田誠一(九州)

3位 河合亮一(東京) 高木祝彦(データ) 名越徳夫(四国) 久保田等(関東) 谷口和市(関西) 神代真琴(ドコモ)

4位 水野宣治(東海) 小泉昌未(東京) 船津卓三(関西) 成井満(関東) 村上敏行(四国) 広木栄則(関東)

5位 広木栄則(関東) 及川正成(BJ) 小泉昌未(東京) 谷口和一(関西) 池田浩三(データ) 畑出英巳(東海)

6位 及川正成(BJ) 野中秀治(関西) 村上敏行(四国) 河合亮一(東京) 河合亮一(東京) 金子哲也(データ)
7位 米谷武芳(関西) 堀部雅志(関東) 西村洋輝(信越) 船津卓三(関西) 木俣録八(ドコモ) 天野忠文(四国)

8位 島田龍央(ドコモ) 西村羊惣(九州) 頼政秀幸(データ) 假谷博昭(九州) 樋口久雄(関東) 頼政秀幸(データ)
3段 9位 藤原真(BJ) 池田浩三(データ) 栗田秀実(東京) 福本交伸(四国) 藤原真(東京) 河合亮一(東京)

以上 10位 頼政秀幸(データ) 村上敏行(四国) 及川正成(北海道) 広木栄則(関東) 堀部雅志(関東) 池田浩三(データ)
記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 小田昌美(北海道) 大島勝巳(信越) 杉山勝美(東京) 小田昌美(北海道) 本橋秀夫(東京) 岩田宗光(東京)

2位 小坂起夫(北海道) 小坂起夫(北海道) 川端文夫(東京) 村上敏行(四国) 正札武治(北陸) 村上敏行(四国)

3位 杉山勝美(東京) 堀江良尚(ドコモ) 大島勝己(信越) 山本司(北陸) 川端文夫(東京) 柴田克己(東海)

60歳 4位 木村克巳(九州) 本橋秀夫(東京) 中塚祥一郎(顧問) 正札武治(北陸) 成井満(関東) 小田新一郎(九州)

以上 5位 窪純一郎(関東) 藤田和伸(北海道) 本橋秀夫(東京) 戸田吉美(ドコモ) 小田新一郎(九州) 正札武治(北陸)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制

1位 船津綾(関西) 村上範子(四国) 向吉久子(九州) 久保田知子(関東) 村上範子(四国) 高木富美(中央)

2位 熊野歩(ドコモ) 佐藤哉子(中央) 粟飯原まきえ(関東) 山本輝子(北陸) 高木富美(中央) 村上範子(四国)

3位 粟飯原まきえ(関東) 船津綾(関西) 朝倉恵美子(関東) 佐藤哉子(中央) 栗飯原まきえ(関東) 山本輝子(北陸)

4位 村上範子(四国) 熊野歩(ドコモ) 船津綾(関西) 高原由紀子(四国) 樋口静子(関東) 向吉久子(ドコモ)

5位 島田照子(ドコモ) 粟飯原まきえ(関東) 佐藤哉子(中央) 金子美紀(データ) 佐伯澄子(関西) 舩津綾(関西)
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NTTグループ弓道連盟全国大会入賞記録
47回 48回 49回 50回 51回
H24.9.9 H25.8.25 H26.9.7 H27.10.4 H28.9.25

長野運動公園 大阪城弓道場 北海きたえーる弓道場 明治神宮至誠館第二 鳴門・大塚スポーツパーク

信越支部 関西支部 北海道支部 本部 四国支部
13 13 13 14 13
12 13 13 14 13
103 103 85 115 102

片山泰祥 片山泰祥 片山泰祥 島田明 島田明
前田幸一 高畠宏一 高畠宏一 阪本作郎 黒田吉広
高畠宏一 中川裕 中川裕 黒田吉広 關雅夫

個人戦部門変更 個人総合優勝 50回記念大会
に名越賞授与

5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦
東京支部 関西支部 データ支部 東京支部 東京支部

藤原・松本・河合 佐伯・舩津・西村 池田・頼政・吉田 藤原・河合・横瀬 藤原真・河合・杉山

岩田・本橋 谷口・野中 窪田・金子 川端・岩田 藤原有・岩田
東海支部 東京支部 北陸支部 九州支部 関東支部

水野・山本・神尾 藤原・河合・杉山 黒川・森・松岡 本田・岩本・播磨 岩田・向峰・樋口
柴田・畑出 岩田・本橋 清水・熊木 渡邊・小田 廣木・堀部
データ支部 関東支部 四国支部 北陸支部 九州支部

頼政・吉田・窪田 岩田・北澤・樋口 村上敏・森田・村上康 正札・別司・森 本田・小田・岩本
宮川・金子 廣木・堀部 福本・村上範 清水・松岡 池田・吉井
関東支部 東海支部 東北支部 データ支部 関西支部

樋口・北澤・岩田 水野・山本・秋松 須貝・須藤・成松 頼政・吉田・中島 谷口・西村・池畑
堀部・広木 牧野・畑出 上田・長谷川 窪田・金子 本田・佐伯

本橋秀夫(東京) 西村卓馬(関西) 池田浩三(データ) 横瀬正夫(東京) 藤原有紀恵(東京)
宮川一彦(データ) 福本交伸(四国) 木俣録八(ドコモ) 小田新一郎(九州) 藤原有紀恵(東京)
向吉久子(ドコモ) 樋口静子(関東) 村上範子(四国) 粟飯原まきえ(関東) 藤原有紀恵(東京)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制
1位 秋松泰史(東海) 本田誠一(九州) 須貝初(東北) 武田太一(データ) 頼政秀幸(データ)
2位 頼政秀幸(データ) 牧野雄一(東海) 福永新吾(九州) 秋松泰史(東海) 渥美宝(データ)
3位 町田孝夫(信越) 頼政秀幸(データ) 頼政秀幸(データ) 頼政秀幸(データ) 別司啓次(北陸)

3段 4位 金沢秀典(東海) 須貝初(東北) 大林正幸(ドコモ) 牧野雄一(東海) 武田太一(データ)
以下 5位 岩田健治(関東) 上田雅巳(東海) 栗城友佳利(北海道) 藤部秀樹(ドコモ) 惣臺聖治(関西)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制
1位 宮川一彦(データ) 松本泰之(信越) 廣木栄則(関東) 小田新一郎(九州) 森晴美(北陸)
2位 河合亮一(東京) 松本脩(東京) 岩本勲(九州) 野中善裕(東京) 小田新一郎(九州)
3位 松本泰之(信越) 樋口静子(関東) 小田新一郎(九州) 村上敏行(四国) 河合亮一(東京)

4段 4位 大光明直孝(中央) 河合亮一(東京) 西村洋輝(信越) 廣木栄則(関東) 大井朋子(東京)
以上 5位 向吉久子(ドコモ) 廣木栄則(関東) 河合亮一(東京) 武田健太郎(データ) 廣木栄則(関東)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制 8射的中制
1位 野中秀治(関西) 福本交伸(四国) 木俣録八(ドコモ) 岩田宗光(東京) 藤原有紀恵(東京)
2位 大島勝巳(信越) 藤原真(東京) 村上範子(四国) 藤原真(東京) 池田浩三(データ)
3位 久保田等(関東) 岩瀬泰則(北海道) 黒川正道(北陸) 向吉弘己(ドコモ) 岩瀬泰則(北海道)
4位 小坂起夫(北海道) 岩田宗光(東京) 福本交伸(四国) 福本交伸(四国) 藤原真(東京)
5位 藤原真(東京) 野中秀治(関西) 堀部雅志(関東) 田中健二(東京) 吉井俊郎(九州)
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NTTグループ弓道連盟全国大会入賞記録
52回 53回 54回
H29.9.10 H30.9.2 R1.9.15

茨城県武道館弓道場 鹿児島アリーナ 明治神宮至誠館第二

関東支部 九州支部 東京支部
13 13 12
13 13 12
104 114 103

島田明 島田明 北村亮太
黒田吉広 黒田吉広 黒田吉広
關雅夫 關雅夫 鳥越隆

5人×4射TM戦 5人×4射TM戦 5人×4射TM戦
データ支部 東京支部 データ支部

頼政・武田太・林 河合・樋泉・杉山 頼政・肥田・武田
武田健・宮川 本橋・冨澤 林・宮川
関東支部 九州支部 東京支部

岩田・向峰・大波 小田・岩崎・岩本 大井・樋泉・河合
廣木・堀部 國料・吉井/渡邊 錦見・横瀬
ドコモ支部 ドコモ支部 ドコモ支部

神代・大林・後藤 神代・後藤・蓑手 蓑手・藤部・八木
蓑手・木俣 藤部/熊木・木俣 後藤・木俣
東京支部 東海支部 本部

藤原真・樋泉・藤原有 畑出・遠山・上田 池田・本橋・大光明

杉山・本橋 牧野・水野 岩田・冨澤
林圭(データ) 河合亮一(東京) 林圭(データ)

頼政秀幸(データ) 野中秀治(関西) 頼政秀幸(データ)
藤原有紀恵(東京) 遠山すみれ(東海) 成松宏美(東京)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制
1位 頼政秀幸(データ) 頼政秀幸(データ) 頼政秀幸(データ)
2位 牧野雄一(東海) 牧野雄一(東海) 成松宏美(東京)
3位 阿部敏之(JIP) 青山美奈(データ) 阿部敏之(JIP)

3段 4位 樋泉清人(東京) 泉田博範(データ) 大室仲(中央)
以下 5位 榎本周久(関西) 成松宏美(東京) 大林正幸(ドコモ)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制
1位 河合亮一(東京) 林圭(データ) 林圭(データ)
2位 大井朋子(東京) 堺芳文(九州) 山本勝弘(東海)
3位 上田雅巳(東海) 遠山すみれ(東海) 肥田健一郎(データ)

4段 4位 林圭(データ) 國料重成(九州) 村上敏行(四国)
以上 5位 武田健太郎(データ) 河合亮一(東京) 柴田克己(東海)

記事 8射的中制 8射的中制 8射的中制
1位 細川修英(信越) 野中秀治(関西) 本橋秀夫(東京)
2位 藤原有紀恵(東京) 渡邊敏郎(九州) 廣木栄則(関東)
3位 本橋秀夫(東京) 向峰典子(関東) 岩瀬泰則(北海道)
4位 金子哲也(データ) 正札武治(北陸) 野中秀治(関西)
5位 畑出英巳(東海) 本橋秀夫(東京) 吉井俊郎(九州)
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