
男子の部 女子の部

真の部 真の部

ふりがな 所属 的中 ふりがな 所属 的中

優勝 永田 実 ながた みのる 横浜市戸塚弓友会 6 優勝 坂本 登美子 さかもと とみこ 横浜市弓道若葉会 6

２位 師 達己 もろ たつみ ときわ弓友会 5 ２位 佐藤 美左子 さとう みさこ 横浜市弓道若葉会 5

３位 竹内 敏文 たけうち としふみ ときわ弓友会 4 ３位 瀧田 佳代 たきた かよ 神奈川弓道錬成会 4

善の部 善の部

ふりがな 所属 的中 ふりがな 所属 的中

優勝 野上 光男 のがみ みつお 旭硝子株式会社中央研究所弓道部6 優勝 相田 相子 あいだ あいこ 横浜市戸塚弓友会 5

２位 萩原 利光 はぎわら としみつ ときわ弓友会 6 ２位 田中 孝子 たなか たかこ ときわ弓友会 4

３位 汲田 修三 くみた しゅうぞう 神奈川弓道錬成会 6 ３位 伊藤 佐江子 いとう さえこ 旭区弓道協会 4

４位 神村 慶三 かみむら けいぞう 横浜市栄弓友会 6

５位 丸山 晋一 まるやま しんいち 清泉会 5

６位 永野 茂 ながの しげる 大和市弓道協会 5

美の部 美の部

ふりがな 所属 的中 ふりがな 所属 的中

優勝 伊澤 徹 いざわ てつ 横浜市泉弓友会 5 優勝 夏目 京子 なつめ けいこ あずさ会 6

２位 幕内 昭司 まくうち てるじ 横浜市泉弓友会 5 ２位 安藤 知子 あんどう ともこ 旭区弓道協会 5

３位 馬場 熙一郎 ばば きいちろう 横浜市栄弓友会 5 ３位 勅使河原 文江 てしがわら ふみえ 神奈川弓道錬成会 5

４位 宇野 成示 うの せいじ ときわ弓友会 5 ４位 松本 智江子 まつもと ちえこ 三保弓道会 4

５位 堀内 義則 ほりうち よしのり 神奈川弓道錬成会 5 敢闘賞 沖津 淑子 おきつ よしこ 横浜市弓道若葉会 4

６位 村上 誠敬 むらかみ のぶゆき 横浜市栄弓友会 4

寿の部

ふりがな 所属 的中 横浜市代表選手決定

優勝 山本 博済 やまもと ひろなり 旭区弓道協会 5 予選会

２位 篠原 雅純 しのはら まさずみ ときわ弓友会 4 (2013.05.26　常盤）

亀井 久芳 かめい ひさよし 旭区弓道協会 (2013.06.01　元町）

藤田 尚徳 ふじた なおのり 横浜市弓道若葉会 氏名 所属

島 馨 しま かおる ときわ弓友会 監督 池田　智子 若葉会

横田 育二 よこた いくじ 横浜市弓道若葉会 野上 光男 旭硝子中央研

阿部 治男 あべ はるお 旭区弓道協会 萩原 利光 ときわ弓友会

石田 晶一 いしだ しょういち 横浜市栄弓友会 勅使河原 文江 錬成会

永野 茂 大和市弓協

オープンの部 相田 相子 戸塚弓友会

ふりがな 所属 的中 伊澤 徹 泉弓友会

優勝 柏木 孝行 かしわぎ たかゆき ときわ弓友会 6 安藤 知子 旭区弓道協会

２位 奈須 慎一 なす しんいち 横浜市戸塚弓友会 5 (選手は予選会での的中順表示）

選手
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