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令和3年度西部支部	読売新聞さいたま支局杯争奪戦	
兼	県体予選	兼	寿射会	結果報告	

日　時：	2021年7月25日（日）		

場　所：	所沢市民武道館弓道場	

参加者：【午前の部： 9:00〜11:15】	

	三段以下の部　　８チーム　　２４名　	

　　　　　　　四・五段の部　　　８チーム　　２４名     (計48名)	

　　　      　【午後の部： 12:40〜15:15】	

	女子の部　　８チーム　　２４名　　　	

　　　　　　　称号の部　　６チーム　　１８名　 　　   (計42名) 　	

矢　渡：　なし	

順位	 氏　　　名	 段位	 所属	 的中数	

１位	 関口 二郎 五段 所沢 7	

２位	 中村 徳海 四段 所沢 6	

３位	 増渕 忠美 三段 志木 5	

４位	 長澤 英俊 四段 ふじみ野 5	

５位	 奥村　彰 二段 富士見 5	

６位	 山下 翔司 二段 所沢 5	

７位	 岡田 次雄 三段 富士見 5	

＊５中者３位～７位は８射を射詰と見立て、早く外した
方を下位とした。	

読売新聞さいたま支局杯争奪戦(個人戦)結果　(近的 立射 四ツ矢２回 計８射）	

【午前の部】	

寿射会結果　　	

順位	 氏　　　名	 称号段位	 所属	 的中数	

寿A	

１位	 増渕 忠美 三段 志木 5	

２位	 岡田 次雄 三段 富士見 5	

３位	 猪鼻 正夫 四段 三芳 2	

寿B	

１位 関口 二郎 五段 所沢 7	

２位 渡辺　豪 四段 ふじみ野 4	

３位 野村 愛子 五段 富士見 4	

＊【寿Ａ】６８歳～７２歳　【寿Ｂ】７３歳以上(同中は生年月日の早いものが上位)		

左側：関口二郎　選手	
　　読売杯午前の部優勝と寿B優勝	
	

右側：増渕忠美　選手	
　　寿A優勝	



順位	 氏　　　名	 称号段位	 所属	 的中数	

１位	 下田　徹 教六 所沢 7	

２位	 渡邉 徳雄 錬六 所沢 5	

３位	 深見 恵子 三段 所沢 5	

４位	 藤澤 和子 錬六 富士見 5	

５位	 篠原 一郎 錬六 所沢 4	

６位	 野瀬 武博 錬五 富士見 4	

７位	 曽根田 亜生 錬五 朝霞 4	

＊２位～４位、５位～７位は８射を射詰と見立て、早く外した方を下位とした。	

寿射会結果　　	

【午後の部】	

＊【寿Ａ】６８歳～７２歳　【寿Ｂ】７３歳以上	
(同中は生年月日の早いものが上位)		

順位	 氏　　　名	 称号段位	 所属	 的中数	

寿A	

１位	 福本 美知子 錬五 志木 3	

２位	 中川 みゆき 四段 志木 3	

３位	 相羽 清子 五段 志木 3	

寿B	

１位 下田　徹 教六 所沢 7	

２位 渡邉 徳雄 錬六 所沢 5	

３位 藤澤 和子 錬六 富士見 5	

読売新聞さいたま支局杯争奪戦(個人戦)結果　(近的 立射 四ツ矢２回 計８射）	

左側：下田徹　選手	
　　　　読売杯午後の部優勝と寿B優勝 
	

右側：福本美智子　選手	
　　　　寿A優勝	



県体予選結果　本選出場チーム	

種別	
チーム名	 立順	 氏　名	 所属	

女
子	

富士見B	

１	 向井 真衣	 富士見	

２	 石井 千春	 富士見	

３	 藤澤 和子	 富士見	

三
段
以
下	

富士見A	

１	 岡田 次雄	 富士見	

２	 奥村 彰	 富士見	

３	 山崎 文雄	 富士見	

四
・
五
段	

所沢E	

１	 関口 研二	 所沢	

２	 関口 二郎	 所沢	

３	 中村 徳海	 所沢	

称
号
者	

所沢A	

１	 粕谷 吉一	 所沢	

２	 篠原 一郎	 所沢	

３	 渡邉 徳雄	 所沢	

【支部広報担当：境　和久】	

＜読売新聞さいたま支局杯争奪戦（個人戦）総合優勝＞	
	

午前の部優勝者・関口二郎 選手（五段　所沢）と午後の部優勝者・下田徹 選手	
（教六　所沢）による射詰の結果、下田徹 選手が総合優勝に決定。	

読売杯個人総合優勝：下田 徹 選手	


