弓道部
平成３０年度
2018/9/1(土)

第３３回市民スポーツ祭２０１８ 弓道大会
男子個人 優勝＝吉川武、２位＝中村蓮、５位＝嶋晃佑
女子個人 優勝＝太田陽菜、２位＝石下結梨、３位＝齋藤かおり、７位＝太田幸那

東三河支部高等学校弓道選手権大会
男子団体 優勝＝吉川武、渥美椋哉、鈴木聖武
2018/8/25(土)
女子団体 優勝＝原田来夢、服部未来、太田陽菜、３位＝磯村七夏、西山未貢、丸地さくら
男子個人 決勝戦敗退＝山本英心
女子個人 優勝=服部未来、２位＝丸地さくら、３位＝齋藤かおり
平成３０年度全国高等学校総合体育大会 弓道競技大会
男子団体 予選敗退＝吉川武、山本英心、山本倫央、神藤拓実、中村蓮、渥美椋哉
2018/8/2(木)
女子団体 決勝トーナメント１回戦敗退＝折井姫伽、原田来夢、林真央、松下友梨、小林結菜、服部未来
男子個人 決勝戦敗退＝山本英心
女子個人 準決勝戦敗退＝原田来夢
第６０回県下弓道遠的選手権大会
男子団体 優勝＝嶋晃佑、兵道泰斗、鈴木聖武
2018/7/16(月)
女子団体 優勝＝中山禮菜、松下友梨、伊藤彩佳、２位＝磯村七夏、酒井杏佳、太田幸那
男子個人 ３位＝鈴木聖武
女子個人 優勝＝中山禮菜、２位＝太田幸那

2018/6/16(土)

第６５回東海高等学校総合体育大会
男子団体 ２位＝吉川武、山本英心、山本倫央、神藤拓実、中村蓮、嶋晃佑、鈴木聖武
男子個人 優勝＝山本英心

2018/6/10(日)

平成３０年度 道場紀念弓道大会
男子個人 優勝＝渥美椋哉、３位＝山本英心、７位＝吉田京哉
女子個人 優勝＝林真央、２位＝伊藤彩佳、４位＝原田来夢、５位＝折井姫伽

2018/5/26(土)
2018/5/27(日)

第７２回愛知県高等学校総合体育大会
男子団体 優勝＝吉川武、山本英心、山本倫央、神藤拓実、中村蓮、嶋晃佑、鈴木聖武
女子団体 優勝＝服部未来、松下友梨、原田来夢、小林結菜、折井姫伽、鈴木彩和樺、林
男子個人 優勝＝山本英心
女子個人 ２位＝原田来夢

H30/5/5(土)

第３７回砥鹿神社例大祭奉納弓道大会
男子団体 ２位＝山本倫央、山本英心、吉田京哉
女子団体 優勝＝原田来夢、今泉友里、折井姫伽、３位＝松下友梨、服部未来、林真央
男子個人 優勝＝山本英心、２位＝吉川武
女子個人 優勝＝林真央、２位＝原田来夢、４位＝折井姫伽、５位＝今泉友里

H30/5/3(木)

第７２回愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会
男子団体 優勝＝嶋晃佑、吉川武、山本英心、山本倫央、神藤拓実
２位＝鈴木聖武、兵道泰斗、渥美椋哉、中村蓮、吉田京哉
女子団体 優勝＝服部未来、松下友梨、原田来夢、折井姫伽、林真央
男子個人 優勝＝山本英心
女子個人 ４位＝服部未来

平成２９年度
H30/3/25(日)

平成２９年度春季東三河高等学校弓道大会
女子団体 ３位 Ａチーム（松下友梨、折井姫伽、鈴木彩和樺、服部未来、斎藤かおり）
男子個人 ５位＝山本倫央
女子個人 ３位＝折井姫伽

H30/2/17(土)

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会弓道競技
男子個人 優勝＝山本英心
女子個人 優勝＝伊藤彩佳

H30/2/3(土)

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会弓道競技 東三河予選会
女子団体 優勝 Ａチーム（松下友梨、中山禮菜、折井姫伽、太田幸那、服部未来）

真央

H30/1/4(木)

第２４回西日本高等学校弓道選手権大会
男子団体 ５位（山本倫央、山本英心、中村蓮）

第６１回愛知大学遠的大会
女子団体 優勝 Bチーム（松下友梨、中山禮菜、伊藤彩佳）
３位 Cチーム（鈴木彩和樺、今泉友里、高橋一緒）
H29/12/10(日)
男子団体 準優勝 Aチーム（神藤拓実、山本倫央、兵道泰斗）
男子個人 優勝＝山本倫央、準優勝＝兵道泰斗
女子個人 優勝＝松下友梨、準優勝＝中山禮菜

H29/11/18(土)

平成２９年度東海高等学校弓道選抜大会
女子個人 ２位＝松下友梨

H29/11/5(日)

平成２９年度愛知県高等学校弓道選抜大会
女子団体 ２位（松下友梨、中山禮菜、伊藤彩佳、林真央）
男子個人 ２位＝山本英心、３位＝山本倫央
女子個人 ３位＝松下友梨

平成２９年度愛知県高等学校弓道選抜大会東三河支部予選
女子団体 優勝（松下友梨、林 真央、金子ひかる）
H29/10/21(土)
男子団体 優勝（山本倫央、山本英心、神藤拓実）
男子個人 ４位＝山本倫央
女子個人 優勝＝松下友梨

H29/9/10(日)

第７２回国民体育大会弓道競技
女子団体 遠的少年女子５位（松下友梨、深井志保、杉浦由唯）

東三河支部高等学校弓道選手権大会
男子団体 優勝（山本倫央、山本英心、神藤拓実）
H29/8/28(月)
男子個人 ２位＝兵道泰斗、３位＝山本英心
女子団体 優勝＝西山未貢、太田陽菜、鈴木彩和樺
女子個人 ５位＝金子ひかる

H29/8/19(土)

第１９回紫灘旗全国高校遠的弓道大会
女子団体 優勝（松下友梨、深井志保、杉浦由唯）

H29/8/1(火)

全国高等学校総合体育大会弓道競技
女子個人 ７位＝渡邉諒子

H29/7/23(日)

国民体育大会第37回東海ブロック大会弓道競技
女子団体 近的1位 遠的1位 総合1位（松下友梨、深井志保、杉浦由唯）

第５９回県下弓道遠的選手権大会
女子団体 １位（松下友梨、深井志保、杉浦由唯）
H29/7/17(月)
２位（伊藤彩佳、今泉友里、高橋一緒）
男子団体 ２位（山本英心、神藤拓実、兵道泰斗）
女子個人 １位＝３２２４杉浦由唯、２位＝深井志保、３位＝松下友梨

H29/6/17(土)

第６４回東海高等学校総合体育大会
女子団体 優勝（松下友梨、小澤京華、仲藤めぐみ、伊藤彩佳、今泉志穗、高橋一緒、中山禮菜）

H29/6/4(日)

道場記念弓道大会
男子個人 ５位＝山本倫央
女子個人 準優勝＝小澤京華、６位＝伊藤彩佳

H29/5/28(日)

第７１回愛知県高等学校総合体育大会
女子団体 ３位（小澤京華、松下友梨、仲藤めぐみ、渡邉諒子、今泉志穗、杉浦由唯、深井志保）
女子個人 優勝＝渡邉諒子、５位＝松下友梨

H29/5/5(金)

砥鹿神社東三河中学高校弓道大会
女子団体 準優勝（松下友梨、小澤京華、渡邉諒子）
３位 （仲藤めぐみ、杉浦由唯、今泉志穗）
女子個人 ２位＝杉浦由唯
男子個人 優勝＝神藤拓実

H29/5/3(水)

第７１回愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会
女子団体 優勝（仲藤めぐみ、中山未琴、村松亜弥音、渡邉諒子、小澤京華）
３位（杉浦由唯、松下友梨、深井志保、今泉友里、今泉志穗）
男子団体 優勝（兵道泰斗、神藤拓実、森光太郎、山本英心、肥後敬大）
女子個人 ２位＝今泉志穗、３位＝松下友梨、５位＝小澤京華
男子個人 優勝＝神藤拓実、５位＝山本倫央

平成２８年度
H29/2/11(土)

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会 弓道競技
女子団体 優勝（仲藤めぐみ、杉浦由唯、松下友梨、渡邉諒子、今泉友里、深井志保、高橋一緒）
女子個人 ５位＝杉浦由唯

H29/1/21(土)

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会 弓道競技東三河支部予選会
女子団体 優勝Ｃチーム（仲藤めぐみ、松下友梨、今泉友里、杉浦由唯、村松亜弥音）
３位Ｂチーム（伊藤彩佳、深井志保、小澤京華、前田七瀬）
女子個人 優勝＝前田七瀬、４位＝杉浦由唯

H29/1/4(水)

第２３回西日本高等学校弓道選手権大会
男子個人 １８位（タイ）＝山本英心

H28/12/23(金)

第３５回全国高等学校弓道選抜大会
女子団体 ベスト１６(松下友梨、杉浦由依、深井志保、今泉志穗）
女子個人 ９位（タイ）＝深井志保

H28/11/19(土)

第35回東海高等学校弓道選抜大会
女子団体 優勝（松下友梨、深井志保、杉浦由唯、今泉志穗）

H28/11/5(土)

愛知県弓道選抜大会
女子団体 優勝（松下友梨、深井志保、杉浦由唯、今泉志穗）
男子個人 ９位＝山本英心
女子個人 優勝＝深井志保、７位＝松下友梨

H28/10/7(金)

第７１回国民体育大会
男子団体 出場（水野恵太・天皇杯３位）
女子団体 遠的優勝 近的２位（鈴木瑠莉、杉浦由依、三原結月・天皇杯３位

皇后杯優勝）

H28/8/20(土)

第18回紫灘旗全国高校遠的弓道大会
女子団体 優勝（加藤美紗、大谷桃代、竹内さとみ）

H28/8/20(土)

国民体育大会第37回東海ブロック大会弓道競技
少年男子 総合優勝（遠的 優勝・近的 ２位）
３－５水野恵太※その他他校２名

H28/8/3(水)

全国高等学校総合体育大会弓道競技
男子団体 ベスト３２（水野恵太、松井良樹、中村陸、三津日南人、森光太郎、坂本涼介）
女子団体 優勝（鈴木瑠莉、杉浦由唯、岩附奈実、深井志保、下川涼、岡野萌）

H28/6/19(日)

第６３回東海高等学校総合体育大会弓道競技
男子団体 準優勝（水野恵太、松井良樹、三津日南人、森光太郎、肥後敬大、杉浦平汰）
女子団体 優勝 （鈴木瑠莉、杉浦由唯、岩附奈実、深井志保、下川涼、山田真理恵、今泉志穗）

H28/5/29(日)

第７０回愛知県高等学校総合体育大会弓道競技
男子団体 優勝（水野恵太、松井良樹、中神匡志、三津日南人、森光太郎、肥後敬大、坂本涼介）
女子団体 優勝（鈴木瑠莉、杉浦由唯、岩附奈実、深井志保、下川涼、岡野萌、竹内さとみ）
女子個人 ５位＝鈴木瑠莉

平成２７年度
平成２７年度春季東三河高等学校弓道大会
男子団体 Ｂチーム 優勝（肥後、中神、良樹、中村、三津）
女子団体 Ｄチーム 優勝（瑠莉、結月、由唯、涼、萌）
2016/3/26(土)
Ｃチーム ２位（志保、紗椰、亜弥音、桃代、さとみ）
男子個人 ５位＝肥後敬大
女子個人 優勝＝岩附奈実 ２位＝鈴木瑠莉 ３位＝藤村紗椰 ４位＝前田七瀬

平成２７年度愛知県高等学校新人体育大会
男子団体 ２位（水野、肥後、良樹、三津、中神、坂本、森）
2016/2/13(土)
女子団体 ２位（今泉、由唯、桃代、さとみ、結月、紗椰、瑠莉）
女子個人 ４位＝竹内さとみ ５位＝鈴木瑠莉
平成２７年度愛知県高等学校新人体育大会東三河支部予選会
男子団体 Ａチーム ２位（肥後・森・中神・良樹・水野）
女子団体 Ｃチーム 優勝（瑠莉・さとみ・桃代・結月・今泉）
2016/1/24(日)
Ｂチーム ２位（志保・諒子・七瀬・萌・紗椰）
Ａチーム ３位（めぐみ・京華・由唯・悠稀・夏希）
男子個人 ２位＝水野恵太 ３位＝三津日南人
女子個人 優勝＝竹内さとみ ３位＝杉浦由唯 ４位＝鈴木瑠莉

５位＝藤村紗椰

2015/9/26(土)
第７０回 国民体育大会
～
女子団体 近的の部 ４位
29(火)
遠的の部 ３位
2015/8/6(木)～ 第６０回 全国高等学校総合体育大会弓道競技
8/9(日)
女子団体 ５位
第６２回 東海高等学校総合体育大会弓道競技
男子団体 ベスト８
2015/6/20・21
女子団体 優勝
男子個人 ５位＝松井良樹
女子個人 ４位＝岩附奈実 ５位＝堀内弥花
第６９回 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技
男子団体 優勝
2015/5/23・24
女子団体 優勝
男子個人 ４位＝松井良樹
女子個人 ３位＝堀内弥花 ４位＝岩附奈実

2015/12/24(木)
～26(土)

2015/11/7・8

第３４回全国高等学校弓道選抜大会
女子団体 出場（鈴木瑠莉、深井志保、竹内さとみ、下川涼）
女子個人 決勝進出 鈴木瑠莉
平成２７年度愛知県高等学校弓道選抜大会
女子団体 優勝
女子個人 優勝＝鈴木瑠莉 ４位＝深井志保

５位＝竹内さとみ

2015/11/22・23

第３４回東海高等学校弓道選抜大会
女子団体 ３位（今泉志穗、大谷桃代、三原結月、河根悠稀）
女子個人 ４位＝竹内さとみ ５位＝鈴木瑠莉

2015/10/25

平成２７年度愛知県高等学校弓道選抜大会東三河支部予選会
男子団体 Ｃチーム（水野、良樹、中神） 優勝
女子団体 Ａチーム（志保、美紗、奈実） 優勝
Ｂチーム（涼 、結月、紗椰） ３位
男子個人 優勝＝水野恵太 ３位＝肥後敬大 ５位＝中神匡志
女子個人 優勝＝三原結月 ３位＝今泉志穗

2015/8/22

平成２７年度各支部高等学校弓道選手権大会
男子団体 優勝、準優勝
女子団体 準優勝、３位
男子個人 ２位＝松井良樹
女子個人 ２位＝大谷桃代 ３位＝下川諒

2015/5/3

高等学校総合体育大会弓道競技東三河支部予選会
男子個人 優勝＝水野恵太 ２位＝鎌田昂希 ４位＝松井良樹
女子個人 優勝＝片山侑美 ２位＝岩附奈実 ４位＝河合美咲
男子団体 Ａチーム優勝
女子団体 Ｃチーム優勝 Ｄチーム２位 Ｅチーム３位

平成２６年度

６位＝藤村紗椰

2015/2/14

愛知県高等学校新人体育大会
男子団体 ： ３位（水野・山田・坂本・柹原・中村・鎌田・中神）
女子団体 ： 優勝（鈴木・堀内・岡野・板倉・三原・加藤・藤村） ※ 女子団体は５年連続優勝
男子個人 ： 出場＝鎌田昂希
女子個人 ：優勝＝堀内弥花
２位＝鈴木瑠莉
決勝射詰め進出＝藤村紗椰・田上芹絵
準決勝進出＝三原結月・神谷七海
愛知県高等学校新人体育大会
男子団体：Ａチーム＝予選通過

女子団体：Ｃチーム＝優勝
Ｄチーム＝３位
Ｂ・Ｅチーム＝予選通過
予選通過 男子＝１名 女子＝６名

2015/1/24
女子個人：鈴木瑠理＝優勝

※男女団体で県大会出場権獲得
※県大会出場権獲得

2015/1/12

全国高等学校弓道選抜大会
女子団体＝２位・技能優秀校（堀内弥花・藤村紗椰・鈴木瑠理・松井理緒）

2015/1/11

全国高等学校弓道選抜大会
藤村紗椰＝決勝射詰め進出

2014/12/14

東海高等学校弓道選抜大会
女子個人：２位 ＝ 堀内 弥花

2014/12/14

東海高等学校弓道選抜大会
女子団体 優勝

2014/11/9

高等学校弓道選抜大会愛知県二次選考会
女子団体：優勝（５校リーグ＝４勝０敗） ※女子団体は全国・東海選抜大会への出場権を獲得
女子個人：優勝 藤村沙耶、４位 堀内弥花、出場 松井理緒
※藤村は全国・東海選抜大会、堀内は東海選抜大会への出場権を獲得

2014/11/8

高等学校弓道選抜大会愛知県一次選考会
男子個人：柹原・林が出場
女子個人：堀内・松井・藤村の３名が通過、県２次へ進む。
他に鈴木・陶山・加藤・渡邉・片山・神谷・河合・田上が出場。
男子団体：出場
女子団体：通過 女子団体は県２次選考会へ進む（上位５校によるリーグ戦）

出場 ＝ 藤村 沙耶（６位）

高等学校弓道選抜大会東三河支部予選会
男子個人：柿原孝太郎＝３位、林 修平 ＝５位
女子個人：堀内 弥花＝優勝、鈴木 瑠莉＝５位
2014/11/1

入賞者他、加藤美紗・藤村紗椰・渡邉沙羅・松井理緒・片山侑美・神谷七海・陶山由莉奈・河合夏希・
田上芹絵も県大会出場権を獲得
男子団体 Ｂチーム＝予選通過
※男女とも県大会出場権獲得

女子団体 Ｃチーム＝優勝、Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅチーム＝予選通過

2014/10/16

国民体育大会
少年女子 近的：２位

2014/8/23

夏季東三河弓道選手権大会
女子団体 Ａチーム ＝ 優勝
男子個人 松井 良樹 ３位
女子個人 加藤 美紗 ５位

2014/8/9

全国高等学校総合体育大会弓道競技
決勝射詰め進出 ４本的中（八寸の１本目に外す）

2014/8/8

全国高等学校総合体育大会弓道競技
出場予選 ２０射１０中

遠的：出場

※愛知県女子

弓道競技 皇后杯 獲得

Ｃチーム ＝ ３位

※８位決定遠近競射に出場（１０位）

2014/7/26

県下弓道遠的選手権大会
女子団体 Ｃチーム＝優勝 Ｄチーム＝３位
女子個人 優勝＝堀内弥花 ３位＝中尾香帆子

2014/6/21

東海高等学校総合体育大会弓道競技 男子団体

2014/6/21

東海高等学校総合体育大会弓道競技
男子個人 小田光輝 出場

2014/5/25

愛知県高等学校総合体育大会弓道競技第二次
男子団体 優勝
男子個人 小田光輝
優勝、柹原 孝太郎

５位（ベスト８）

８位

2014/5/24

愛知県高等学校総合体育大会第一次
男子団体 予選通過
女子団体 予選不通過
男子個人 予選通過（小田光輝、柿原孝太郎 ）

2014/5/3

高等学校総合体育大会弓道競技東三河支部予選会
男子個人 優勝＝柹原、４位＝ 山田、予選通過＝鎌田・小田
女子個人 優勝＝鎌田、２位＝中川、４位＝朝倉
男子団体 優勝
女子団体 優勝

平成２５年度
2014/3/29

春季東三河高等学校弓道大会
男子団体＝優勝
女子団体＝３位

2014/3/29

春季東三河高等学校弓道大会
男子個人：林 修平 ＝ 予選通過
女子個人：片山 侑美 ＝ 予選通過

2014/2/15

愛知県高等学校新人体育大会弓道競技
女子団体＝優勝（２年連続）
男子団体＝出場

2014/2/15

愛知県高等学校新人体育大会弓道競技
女子個人 第３位＝土屋七海
出 場＝鎌田香澄・松永彩花・西山依里・中川優花
男子個人

2014/1/25

出 場＝柿原孝太郎

新人体育大会東三河支部予選会
男子個人：柿原孝太郎＝５位
女子個人：松永彩花＝３位
土屋七海＝５位
＊入賞者３名と、他に中川優花・鎌田香澄・西山依里の
計６名が県大会出場権を獲得

2014/1/25

新人体育大会東三河支部予選会
男子団体：優勝
女子団体：Ｃチーム＝優勝
Ａチーム＝３位
※ 男女団体で県大会出場権獲得

2013/12/21

全国高等学校弓道選抜大会
女子個人出場
鎌田 香澄 予選＝４射２中

2013/11/24

東海高等学校弓道選抜大会
女子個人 ２位 ＝ 鎌田 香澄
出場 ＝ 西山 依里

2013/11/24

2013/11/10

東海高等学校選抜弓道大会
男子団体５位（ベスト８）
高等学校選抜弓道大会県最終選考会
男子個人 出場＝山田悠斗
女子個人 ２位＝鎌田香澄
４位＝西山依里
※ 鎌田は全国選抜・東海選抜の、西山は東海選抜の
出場権を獲得

2013/11/10

高等学校選抜弓道大会県最終選考会
男子団体 ３位
※ 男子団体は東海選抜大会の出場権を獲得

2013/11/9

高等学校選抜弓道大会県１次予選会
男子個人 予選通過＝山田 悠斗
女子個人 予選通過＝鎌田 香澄
西山 依里
出場
＝中川 優花
渡邉 沙羅
※ 山田・鎌田・西山は最終選考会に出場

2013/11/9

高等学校選抜弓道大会県一次予選会
男子団体 予選通過
女子団体 出場

2013/10/27

高等学校選抜弓道大会東三河支部予選会
女子団体 Ａチーム＝優勝
Ｂチーム＝３位
男子団体 予選通過

2013/10/27

高等学校選抜弓道大会東三河支部予選会
女子個人 優勝＝西山 依里
２位＝鎌田 香澄
３位＝中川 優花
４位＝渡邉 沙羅
男子個人 予選通過＝山田 悠斗
※ 以上５名が県大会個人戦に出場

2013/10/1

平成２５年度国民体育大会
少年男子 近的 第８位
少年女子 近的 第５位 入賞

2013/8/24

平成２５年度県下高校生弓道大会
男子個人
予選通過＝小田光輝・山田悠斗
女子個人
優
勝＝鎌田香澄
予選通過＝西山依里・中川優花・松永彩花・中尾香帆子
松井理緒

2013/8/24

平成２５年度県下高校生弓道大会
男子団体＝出場
女子団体 Ａチーム＝優勝
Ｂチーム＝出場
Ｃチーム＝３位
Ｄチーム＝出場

2013/8/4

平成２５年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会
男子個人 石川孝紀 準決勝進出
女子個人 大橋朋佳 準決勝進出
小山春香 決勝進出

2013/8/4

平成２５年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会
女子団体 優勝

2013/6/16

東海高等学校総合体育大会
女子団体優勝
予選４０射２７中通過
決勝トーナメント１回戦１８対１０
準決勝１８対９
決勝１７対１２

2013/6/16

東海高等学校総合体育大会
女子個人優勝小山春香
準優勝大橋朋佳
男子個人出場石川孝紀

2013/5/26

愛知県高等学校総合体育大会（二次）
女子団体 優勝
① 本校 １５ － ９ 岡崎西
② 本校 １５ － １３ 岡崎商業
③ 本校 １８ － １１ 一宮
３勝０敗
東海大会・全国大会の出場権獲得

2013/5/26

愛知県高等学校総合体育大会（二次）
男子個人 第２位 石川孝紀
女子個人 優 勝 大橋朋佳
第２位 小山春香
第６位 宮下美蕗
※ 優勝・２位の３名は、東海大会及び全国大会に出場

2013/5/25

愛知県高等学校総合体育大会県大会（一次）
男子個人 石川孝紀 予選通過
女子個人 土屋七海 出場
宮下美蕗 予選通過
小山春香 予選通過
大橋朋佳 予選通過
※ 予選通過者は２６日の２次に出場

2013/5/25

愛知県高等学校総合体育大会県大会（一次）
女子団体 予選通過
※ 予選通過校は２６日の二次に出場

2013/5/4

平成２５年度愛知県高等学校総合体育大会弓道競技東三河支部予選会
女子団体 Aチーム＝優勝
Bチーム＝３位
Cチーム＝出場
Dチーム＝出場
Eチーム＝出場
男子団体 出場
女子団体は県大会出場権を獲得

2013/5/4

平成２５年度愛知県高等学校総合体育大会弓道競技東三河支部予選会
女子個人 （３－３）大橋朋佳＝２位
（３－１）小山春香＝３位
（３－５）宮下美蕗＝予選通過
（２－３）土屋七海＝ 〃
男子個人 （３－３）石川孝紀＝ 〃
入賞者・予選通過者は県大会出場権を獲得

