
平成３０年１１月 

OB・OG 各位 

名古屋大学弓道部６０代主将 

                               田中大希 

拝啓 

向寒の候、OB・OG の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。この度、第６２回

東海学生弓道秋期リーグ戦が終了しましたので、結果をご報告させて頂きます。詳細は以下の通り

です。 

＜男子戦績＞ Ⅱ部リーグ 第２位 （４人順立×２ 各射手２０射 計１６０射） 

 

順位 Ⅱ部 愛知学院 名古屋 中京 愛知工業 三重 勝 負 的中率 

1 愛知学院   〇101 〇111 〇112 〇110 4 0 67.81% 

2 名古屋 ×99   〇113 〇119 ×103 2 2 67.81% 

3 中京 ×100 ×107   〇103 〇104 2 2 64.69% 

4 愛知工業 ×106 ×92 ×92   〇123 1 3 64.53% 

5 三重 ×104 〇110 ×98 ×97   1 3 63.91% 

 

 

＜女子戦績＞ Ⅰ部リーグ 第３位 （３人順立 各射手２０射 計６０射） 

 

順位 Ⅰ部 愛知 三重 名古屋 名古屋工業 中部 勝 負 的中率 

1 愛知   〇49 〇42 〇38 〇44 4 0 72.08% 

2 三重 ×42   ×40 〇34 ×42 2 2 65.83% 

3 名古屋 ×32 〇46   ×22 〇40 2 2 58.33% 

4 名古屋工業 ×31 ×31 〇30   〇32 2 2 51.67% 

5 中部 ×37 ×23 ×29 ×31   0 4 50.00% 

 

東海リーグ 4 位決定戦 ×名古屋大学 36中 － 〇愛知淑徳大学 37中 

 

以上のように、男子はⅡ部、女子はⅠ部にそれぞれ残留となりました。また、東海リーグでの的中

率は男子が３位となり、来年 6 月に開催予定の全国大学弓道選抜大会への出場権を獲得致しまし

た。 

更に、以下の者が十傑個人入賞となりました。 

女子 第９位 大岩ちひろ（2 年） 72射 49中 （68.1%） 

昨年の的中率と比較すると、 

男子 昨年 69.38％ → 今年 67.81％       女子 昨年 72.50％ → 今年 58.33％ 

となっております。（概算です。） 

尚、 来年の男子Ⅱ部リーグは 

名古屋大学・中京大学・愛知工業大学・名古屋市立大学・愛知学院大学 

女子Ⅰ部リーグは 

名古屋大学・愛知大学・三重大学・愛知淑徳大学・名古屋工業大学 

となります。 



リーグ期間中、試合会場へ応援に来て下さった皆様、メールなどで激励を下さった皆様、誠にあ

りがとうございました。支えてくださったすべての方々に心より御礼申し上げます。 

 

 

◎幹部交代のお知らせ 

１２月２３日（日）をもちまして、幹部代が第６０代から第６１代へと移ります。以下のように

新役職が決定致しましたので、ご報告致します。 

第６１代 

 

主将 小枝正汰（工）       

女子責任者 大岩ちひろ（文）       

副将 臼井健太朗（農） 中村和音（教育） 服部花凜（工）   

主務 長谷川翔吾（理） 永本愛奈（理）     

副務 平原史章（工） 小林由実（医） 長谷川万里子（工）   

OB 係 飯田夢惟（理）       

会計 鶴田奏志（経済）       

備品係 臼井健太朗（農） 片田はるか（理） 窪谷悠（工）   

広報 飯田夢惟（理） 山本真子（農）     

悟弓 太田峻介（理） 吉川淳朗（工） 栗田真侑（農） 三宅由希子（経済） 

体育会常任委員 垣沼晃輔（理）       

連盟委員 小枝正汰（工）       

東海学生弓道連盟 本多璃奈（理）       

 

 

 

◎悟弓に関してのお知らせ 

今年も「悟弓」を製作させて頂きます。つきましては同封のお葉書にて、皆様のご近況をお知ら

せ頂きたく存じます。その際、勤務先、住所または電話番号の変更がある場合はお手数ですが、「変

更あり」と朱でご記載頂きますよう、ご協力をお願い致します。 

また、ＯＢ係 メールアドレス(meidaikyudobu@infoseek.jp)でも受け付けておりますのでこちらに

ご連絡頂いても構いません。 

こちらは、2018年 12月 31日(月)までにご返送またはご連絡をお願い致します。また、例年通り、

ＯＢ投稿欄へのご寄稿を募集致します。下記の住所に郵送でご寄稿頂いても構いません。原稿の到

着が期限を過ぎますと、掲載できない場合がございますのでご了承ください。どうぞよろしくお願

い致します。 

・宛先 （住所）    〒464-0814 

名古屋市千種区不老町 名古屋大学学生会館内 名古屋大学体育会弓道部 

（メールアドレス） nagoya.u.kyudo.gokyu@gmail.com 

※原稿を頂いた後、2・3 日中に確認のメールをお送り致しますので、メールが届かない場合は、

OB 係までご一報ください。 

・形式     手書きの場合、原稿用紙（縦書き２０×２０字）に楷書でお願いします。 

・メール： ①ファイルを”txt”形式（メモ帳）にしてください。 



②原稿中の数字、英字は全て全角にしてください。 

③ファイル名には氏名、代を明記してください。 

 

こちらの締切は、2018年 1月 8日（火）とさせて頂きます。 

 

 

◎OB 会費ついて  

本 ОＢ通信にも、ОＢ会費の振込用紙を同封させて頂きました。未納の方は、ＯＢ会費３千円と

悟弓購読料３千円、合わせて６千円を、同封の振込用紙にて納入頂きますようお願いします。お

振込みの際は、お手数ですが振込用紙に「第～代」及び「お振込み金額の内訳」をご明記下さ

い。 

 

インターネットからもお振込み頂ける方法を合わせてご紹介致します。 
 

弓道部の口座 ゆうちょ銀行 00880-5-0058289 

加入者名 名古屋大学体育会弓道部 

 

ゆうちょ銀行へ、インターネットバンキングをご利用の方がオンラインで振込む場合は、下記内

容を入力することで振り込んでいただけます。 

※ 店名「〇八九」 普通 口座番号「0058289」 
 

平成 30 年 1月 1日から１１月中旬までにご援助頂いた方の名簿を記載させて頂きました。ご協

力頂いた皆様に心より感謝申し上げます。 

お振込み頂いたにも関わらず納入者名簿にお名前がなかった場合は、大変お手数ですが OB 係の

メールアドレス（meidaikyudobu@infoseek.jp）までご連絡くだされば幸いです。 

 

◎試合・射会予定について 

今後の主な行事については以下のようになっております。 

１２月   １日（土）･･･新人戦 1日目（ 於 愛知県武道館弓道場） 

１２月   ２日（日）･･･新人戦 2日目（ 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場） 

１月 １３日（日）･･･大的大会 （ 於 京都 三十三間堂） 

２月 ２３日（土）･･･男子百射会（ 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場） 

２月 ２４日（日）･･･女子六十射会（於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場） 

また、弓道部のホームページ（http://nagoya-u-kyudo.main.jp/）でも試合結果等を掲載して参りま

すので、ぜひご覧ください。 

 

 

これから、６１代幹部による新体制での運営が始まります。よりよい部活ができるよう、部員一

丸となって精進して参ります。OB・OG の皆様には、これからもご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

敬具 


