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Ⅰ．新座市弓道連盟の歩み 

1. 25年の歩みの概略（発足から現在まで） 

昭和 63年秋に「新座市弓友会」として発足し、平成元年初頭に「新座市弓道連盟」として再発

足、埼玉県弓道連盟に正式に加盟した。 

平成 4 年には連盟発足のお披露目を兼ねた近隣連盟を招待しての初の親善射会を開催した。

平成 10年には連盟創立 10周年の記念射会と祝賀会を、平成 15年には道場増改築記念射会

を開催した。 

平成 10年には当連盟初の称号者（斎藤和子先生：現在教士六段で当連盟副会長）が誕生、

平成 25年 10月現在まで 13人の称号者が誕生し、教士も 3名となった。 

平成 6年には隣接する志木市弓道連盟と親善射会を始めた。その後、平成 14年からは新た

に朝霞市弓道連盟、平成 2３年からは和光市弓道連盟が加わり四市親善射会となり平成 24年か

らは朝霞地区弓道大会へと発展し近隣連盟との親睦を積極的に図ってきた。 

平成 8年に埼玉県弓道連盟より教士七段手島正先生を講師として招いての連盟講習会を開

催。以後も毎年 1回を目標に外部講師による講習会を計画し、体配や射法・射技の向上に努め

ている。 

各種射会や大会にも積極的に参加し優勝や上位入賞を果たした。 

現在の会長である直井良一氏は、発足時の会長田中暎雄氏（平成 4年度まで）、二代目会長

森實氏（平成 8年度まで）、三代目会長武部敬義氏(平成 22年度まで)に次いで四代目の会長で

あり、連盟発展期を支えた前会長に続き連盟の成熟に務めている。 

 

2. 発足から平成 10年までの 10年間 

昭和 63年秋に新座市本多に新座市総合体育館が完成し、体育館内に併設された弓道場を

拠点として新座市弓道連盟の前身である「新座市弓友会」が活動を開始した。 

当時は田中暎雄氏や間香葉さんらを発起人とし、「新座市弓友会」として発足し、平成元年に

は田中暎雄氏を初代会長とし「新座市弓道連盟」として再発足、埼玉県弓道連盟に正式に加盟

した。 

発足と同時に教士七段浅野共生先生平成 19年逝去）を指導者として招聘し、当時すでに五

段を有していた森茂樹先生（平成 15年逝去、錬士五段）ご尽力の基に初心者教室を開講して会

員の増員に努めた。平成元年の発足当時 20名ほどであった会員は、平成 20年 9月現在、106

名（休会 2名、準会員 9名を含む）となった。 

平成 4年には初代田中会長の念願でもあっ

た新座市弓道連盟発足のお披露目を兼ねた

近隣弓道連盟（埼玉県弓道連盟中部支部）を

招待しての親善射会を開催した。 

平成 4年 10月田中暎雄氏の逝去に伴い、

森實氏が二代目の会長に就任し、平成 8年度



 

 

 

１０周年記念写真 

末までの 2期 4年間の会長職を務めた。平成 9年度から現会長である武部敬義氏が会長に就任

し、「協調と寛容」を目的に掲げ活動している。 

平成 5年には埼玉県弓道連盟から錬士六段渡邊一行先生（当時。現在教士七段）を顧問とし

て招聘し、更なる連盟の発展に努めた。 

平成 6年から、隣接する志木市弓道連盟との親睦を図るため親善射会を開始し、現在まで続

いている。（現在は朝霞市弓道連盟を加え三市による親善射会） 

平成 10年 9月に現在当連盟副会長

でもある斎藤和子先生（現在教士六段）

が連盟初めての錬士となった。斎藤和

子先生は同年 11月の「明治神宮奉納

全国弓道大会」称号者の部で優勝し、

連盟 10周年に花を添えた。 

平成 10年 11月に「新座市弓道連盟

創立 10周年記念祝射会及び式典」を

開催し、50名を超える会員が出席した。

須田健治新座市長をはじめ、市議会議員、体育館館長、中部支部支部長玉之内淳先生、同副支

部長大久保恒雄先生らを招いて新座市総合体育館弓道場で祝射会を行い、その後会場を移動し

て記念式典を執り行った。 

平成 8年には会員の体配や射法・射技の向上のため埼玉県弓道連盟より教士七段手島正先生

を講師として招いて講習会を開催した。その後も現在に至るまで毎年 1回を目標にして外部講師

を招いての講習会を実施している。これまでに講師としてお招きした先生は、範士八段松沢岳先

生（2回）、範士八段小宮栄子先生、

教士八段小沢通春先生、教士六段

小沢弘子先生、教士七段天野錦造

先生、教士七段浅野有三先生、教士

七段浅野光子先生である。（段位は

現在の段位を記載） 

 前出の「明治神宮奉納全国弓道大

会」以外にも射会や大会にも積極的

に参加をしており、「埼玉県勤労者弓

道大会」や「県民総合体育大会」での

優勝や各種射会・大会での上位入賞をする会員が増えてきた。平成 8年には岩崎伊久子さん（当

時四段、現在五段）が「ねんりんピック」埼玉県代表として宮崎大会に出場した。 

  平成 9年に故大賀宣昌氏の発案により普段練習に来られない人に連盟の活動状況を知っても

らうために「新座市弓道連盟だより」の発行を始めた。年２回発行しており現在も続いている。編集

は現在高野節子さんが責任者となって行われている。 



 

3. 平成 11年から平成 20年までの 10年間 

平成９年度の武部敬義氏会長就任後は、会長及び直井良一（五段）、斎藤和子副会長のもと

連盟の運営が執り行われており、会員も 100名を超えるまでに至った。 

平成 11年 7月大賀宣昌氏（平成 13年逝去）が

当連盟初の「継ぎ矢」を達成した。翌日の県民体

育大会の予選会では 6射皆中で個人優勝を果た

し、宮坂暎彦氏と佐久間一哲氏とともに県民体育

大会に出場、近的三段以下団体の部でも優勝を

果たした。 

平成 12年 9月には上野義見氏（現三段）が喜

寿を迎え、同月「喜寿祝射会」を開催した。 

平成 13年 7月に埼玉弓道連盟の支部編

成の変更により、当連盟は中部支部から西

部支部へ変更となった。 

平成 14年 1月、平田瞳氏（現在錬士五

段）が 2人目の喜寿を迎え、同月「喜寿祝射

会」を開催した。 

平成 14年から志木市・新座市親善射会に朝霞

市弓道連盟が加わり、「三市親善射会」となり今年

7回目の親善射会が行われた。 

平成 15年に手狭であった弓道場の増改築工

事が行われ、間口約 10 メートル、奥行き約 12 メ

ートルの道場へと生まれ変わった。6月に始まった工事は 9月中に完了し、11月に「道場増改築

記念射会」を開催した。 

 



平成 17年 1月、二代目の会長を務めた森實氏

が逝去。同氏の連盟に対するご尽力に敬意を表す

るためご遺族を招いて厳かに「追悼射会」が行われ

た。 

 

 

 

平成 18年 2月に当連盟から 2人目となる「継

ぎ矢」を今井保幸氏（五段）が達成した。今井氏

は 2度継ぎ矢を達成している。 

平成 19年 7月副会長の斎藤和子先生が教士

に昇格。同年 9月に「教士昇格祝射会」を開催し、

会員一同教士誕生を祝福した。 

この 10年でも各種射会や大会に

は積極的に参加しており、「県下武

道大会」、「県民総合体育大会」、

「秩父神社奉納県下武道大会」、

「埼弓連女子部弓道大会」において

優勝、また他の県内の大会でも数

多くの上位入賞を果たした。全国大

会でも「第 1回全日本女子弓道大

会」、「全日本女子弓道大会東日本

の部」において入賞を果たした。平

成 15年には両角愛先生（当時五段、現在錬士五段）と矢野さかゑさん（四段）が「ねんりんピック」

埼玉県代表として徳島大会に出場した。 

また当連盟では、会員相互の

親睦を深めるために、合宿を行っ

ている。一時期途絶えた時期もあ

ったが、平成 9年の再開を機に年

に一回夏若しくは秋に開催してい

る。 

平成 17年より連盟のホームペ

ージを開設し昇段・昇格情報や

射会結果など活動状況の情報発

信を行っている。 



平成 20年 11月 24日に弓道連盟創

立 20周年の記念式典を開催した。午

前中は新座市総合体育館弓道場にお

いて記念祝射会を行い、午後からは場

所を「木曽路」に移して祝賀会を行っ

た。 

祝射会には会員 57名が参加。開会

式において来賓による祝辞（宮下隆

雄：体育館事務局長、田中玉子：初代

会長夫人）をいただいた後、埼玉県弓

道連盟小澤通春会長からの祝電を紹

介した。開会式後、武部会長による巻藁射礼、斎藤副会長による矢渡し、来賓の先生 3名

による一つ的射礼、会員による一手行射を行った。 

祝賀会には祝射会に参加出来なかった 2名の会員を含め総勢 65名が参加した。 この祝

賀会において会員の宮坂藤江さんによる謡い「高砂」が披露され、お祝いの席に花を添え

喝采を浴び盛況の内にお開きとなった。参加いただいた来賓の方々は以下のとおりである。 

 【20周年記念式典来賓：敬称略（ ）内は平成 20年当時】 

  ・宮下隆雄（体育館事務局長） 

  ・田中玉子（初代会長夫人） 

  ・天野錦蔵（埼玉県弓道連盟副会長） 

  ・青田 昇（朝霞市弓道連盟代表） 

  ・加藤光雄（志木市弓道連盟会長） 

  ・渡邊一行（新座市弓道連盟顧問） 

 

 【20周年記念式典実行委員：名前のみ紹介】 

  ・武部敬義 直井良一 斎藤和子 今井保幸 北濱すみえ 福田ちえ子 吉本かをる 

小紫正孝 大賀久史 田村則子 川瀬 誠 清水由紀子 鈴木武子 本間節子  

齋藤あけみ 栗田テル子 結城光男 木ノ下綾 大熊正行 近藤征昭 

 

4. 平成 21年から現在までの 5年間 

平成 15年度より約 6年半にわたり理事を務め当連

盟の運営に多大なるご尽力を頂いた川瀬誠さんが平

成 21年 7月 31日に逝去。故人を偲び、また永年の

功績を讃え 10月 17日に故人の遺族をお招きして追

悼射会を執り行い 43名の会員が参加した。 



平成 21年には光成徹也さんと川添実さんが

喜寿を迎えらた。12月 19日に祝射会を開催し

喜寿をお祝いした。 

平成 22年には中村雅彦さんと大賀敦子先

生が喜寿を迎えられ、5月 16日に喜寿祝射会

を開催した。 

平成 22年度より勤めの都合で昼間に時間を

とれない人達をターゲットにして夜間の初心者

弓道教室の開催を試み隔年に実施している。 

平成 9年度より会長職を務めていた武部敬

義氏に代わり、平成 23年度より直井良一先生

が会長に就任し斎藤和子副会長、小紫正孝副

会長のもと新たな連盟の運営が開始された（平成 25年度では小紫副会長は顧問となり、福田ち

え子先生が副会長就任）。平成 25年度には会員も 140名となった。 

平成 23年度から三市親善射会に和光市が加わり四市親善射会となり、翌 24年度からは朝霞

地区弓道大会となり朝霞地区の正式な大会と

なった。 

平成 23年 11月に平成 9年度から平成 22

年度まで 7期 14年にわたり会長職を務め、新

座市弓道連盟の発展期を支えた武部敬義氏

が逝去。「協調と寛容」のもと連盟を 1つにまと

めるためご尽力いただいた功績を讃えるととも

に哀悼の意を表して 24年 2月 18日に追悼射

会を執り行った。46名の会員が参加し故人の

死を悼んだ。 

平成 23年 12月に福田ちえ子先生が教士に

昇格し、当連盟 2人目の教士が誕生、翌年 3

月に「教士昇格祝射会」を行った 

平成 24年 4月には 3名の会員が埼玉県弓

道連より長寿賞を受賞（米寿：平田瞳先生、喜

寿：中村雅彦さん、大賀敦子先生）した。 

平成 24年度からリニューアルされた朝霞地

区弓道大会（旧四市親善射会）において新座

市が第 1回優勝チームとなった。 



平成 25年 7月には吉本かをる先生が教士に昇

格し、10月に「教士昇格祝射会」を行った。 

9月には「連盟創立 25周年記念祝射会・祝

賀会」を開催する予定であったが台風の影響

により中止となった。 

この 5年間でも会員の活躍はめざましく、県民体育大会、女子部弓道大会、女子遠的大会を

はじめ各種大会で入賞を果たし、平成 23年と平成 24年にはねんりんピックの埼玉県代表者を輩

出した。 

また、外部講師による講習会も積極的に実施し、平成 21年には教士七段飯島千代子先生（段

位は当時のもの）、平成 22年と平成 23年には範士八段小宮栄子先生、平成 24年には教士七

段浅野有三先生、平成 25年には教士七段浅野有三先生を講師としてお招きした。また 12月に

は教士八段飯島千代子先生、平成 26年 1月には教士七段本橋民夫先生をお招きする予定で

ある。 

 

 

 

Ⅱ．年間恒例の行事 

・定例理事会 3月、5月、7月、9月、11月、1月、2月 

・定期総会   3月 

・初心者教室 年 1回４月開講（平成奇数年は土曜日、平成偶数年は水曜日） 



・月例射会   1月（新年射会）、3月（ひな祭り射会及び総会射会）、 

          4月（桜射会）、5月（端午射会）、8月（50射会）、9月(重陽射会)、 

        10月（市民大会）、12月（納射会及び 108射会） 

 

Ⅲ．平成 25年度の主な役員 

・会  長 錬士五段  直井良一 

・副会長 教士六段  斎藤和子 

・副会長 教士六段  福田ちえ子 

・顧  問 教士七段  渡邊一行 

・顧  問 錬士六段  小紫正孝 

 

Ⅳ．25年間の外部射会の成績 

1. 埼玉県内の射会（個人は 3位以上を掲載） 

・平成 2年 8月  埼玉県勤労者弓道選手権大会    個人優勝   坂田 稔 

・平成 3年 9月  小川町武道大会          個人優勝   坂田 稔 

・平成 4年 8月  埼玉県勤労者弓道選手権大会    団体 3位   坂田 稔 

                                  小紫正孝 

                                  直井良一 

・平成 5年 9月  小川町武道大会          団体優勝   直井良一 

                                  小紫正孝 

                                  坂田 稔 

・平成 6年 9月  小川町武道大会          団体 2位   直井良一 

                                  小紫正孝 

                                  坂田 稔 

 個人 2位   大賀宣昌 

・平成 6年 9月  県民総合体育大会四・五段の部  金的個人 2位  坂田 稔 

・平成 7年 9月  小川町武道大会          団体 3位   森 茂樹 

                                  森  實 

                                  福田英男 

・平成 8年 9月  小川町武道大会          団体 2位   森 茂樹 

                                  今井保幸 

                                  福田英男 

個人 2位   今井保幸 

・平成 8年 9月  県民総合体育大会三段以下の部  遠的団体 2位  櫻井義一 

難波以依子 

                                  難波希尚 



・平成 9年 4月  県下弓道大会女子部        団体 2位   矢野さかゑ 

両角 愛 

                                  岩崎伊久子 

・平成 9年 5月  中部支部弓道大会三段以下の部   個人優勝   齋藤あけみ 

個人 3位   吉成勝夫 

・平成 9年 7月  中部支部弓道大会         個人 3位   宮坂暎彦 

・平成 9年 8月  入間基地遠的弓道大会       団体優勝   福田ちえ子 

小紫正孝 

今井保幸 

個人 3位   福田ちえ子 

・平成 9年 9月  県民総合体育大会三段以下の部  遠的団体 2位  宮坂暎彦 

佐久間一哲 

          県民総合体育大会女子の部    近的個人 3位  斎藤和子 

         県民総合体育大会         総合 5位   新座市 

・平成 9年 10月  埼弓連女子部大会四・五段の部   個人 2位   斎藤和子 

・平成 10年 2月  西部・中部支部親善射会      個人 3位   森 茂樹 

・平成 10年 9月  小川町武道大会          個人優勝   直井良一 

個人 2位   漆畑信廣 

・平成 10年 9月  県民総合体育大会三段以下の部  近的団体 2位  宮坂暎彦 

                                                                  東出直子 

佐久間一哲 

近的個人優勝  佐久間一哲 

・平成 10年 10月 埼弓連女子部大会四・五段の部   個人 3位   岩崎伊久子 

・平成 11年 4月  秩父神社奉納県下武道大会    男子団体 3位  宮坂暎彦 

                                                                  佐久間一哲 

漆畑信廣 

女子団体 3位  宮坂藤江 

                                                                  清水由紀子 

佐々木幸枝 

                          個人 3位   佐々木幸枝 

・平成 11年 6月  実年弓道大会           個人 3位   岩崎伊久子 

・平成 11年 6月  読売杯三段以下の部        個人 2位   佐久間一哲 

・平成 11年 7月  中部支部選手権          個人優勝   大賀宣昌 

                          団体優勝   宮坂暎彦 

大賀宣昌 

佐久間一哲 



・平成 11年 8月  入間基地遠的大会         団体 2位   直井良一 

                                                                  櫻井義一 

大賀久史   

・平成 11年 8月  県勤労者弓道選手権大会      個人 1位   漆畑信廣 

・平成 11年 9月  県民総合体育大会三段以下の部  近的団体 1位  宮坂暎彦 

大賀宣昌 

佐久間一哲 

・平成 12年 7月  志木市・新座市親善射会      個人 1位   岩崎伊久子 

                          総合 1位   新座市 

・平成 12年 10月  埼弓連女子部大会三段以下の部   3位       矢野さかゑ   

・平成 13年 4月  大宮花祭射会           3位      矢野さかゑ 

・平成 13年 7月  志木市・新座市親善射会      3位      黒木昭州 

・平成 13年 9月  小川町武道大会          個人 2位    今井保幸 

・平成 13年 12月 西部支部納射会          1位      今井保幸 

・平成 14年 1月  西部支部初射会          2位                            森  實 

・平成 14年 4月  秩父神社奉納県下武道大会    女子個人 3位  奥加代子 

・平成 14年 11月  三芳町弓道大会          団体優勝   直井良一他 

                          個人 2位   森  實 

                          個人 3位   直井良一 

・平成 15年 11月 第 1回埼玉県武道大会       個人 1位   鈴木武子 

・平成 15年 11月 朝霞・志木・新座三市親善射会   団体優勝   新座市 

・平成 16年 3月  西部支部総会射会         2位      直井良一 

・平成 16年 7月  読売杯              2位      森  實 

3位      今井保幸 

・平成 16年 11月 朝霞・志木・新座三市親善射会   2位      直井良一 

・平成 16年 12月 西部支部納射会          2位      黒木昭州 

3位      直井良一 

・平成 17年 4月  秩父神社奉納県下武道大会     男子団体優勝   大賀久史 

                                 黒木昭州 

                                 櫻井義一 

                         女子団体優勝  水落ハル子 

                                 栗田テル子 

                                 岡崎もと子 

                         女子個人優勝  岡崎もと子 

                         女子個人 3位  栗田テル子 

・平成 17年 9月  県民体育大会四・五段の部    近的個人 1位  大賀久史 



・平成 18年 4月  秩父神社奉納県下武道大会     女子団体優勝  水落ハル子 

                                 栗田テル子 

                                 岡崎もと子 

                                                  女子個人優勝  鈴木武子 

                         男子個人 3位  武部敬義                                  

・平成 18年 10月  県連女子部 30周年記念大会三段以下の部  優勝    田中弓子 

・平成 19年 1月   西部支部初射会          1位      北濱すみえ 

・平成 19年 2月  中部・西部支部親善射会      1位      今井保幸 

・平成 19年 3月  西部支部総会射会         1位      福田ちえ子 

                                                   3位      濱田英男 

・平成 19年 4月  秩父神社奉納県下武道大会    男子団体 2位  濱田英男 

                                 結城光男 

                                 今井保幸 

                         男子個人 3位  川瀬 誠 

女子団体 2位  東出直子 

                                 清水由紀子 

                                 鈴木武子 

                         男子個人 3位  鈴木武子 

・平成 20年 6月  埼弓連女子部第 4回遠的大会   称号の部準優勝 斎藤和子 

・平成 21年 8月  西部支部読売杯           2位                                    黒木昭州 

・平成 21年 8月  西部支部寿射会          1位                  黒木昭州  

3位                  坂本良雄 

・平成 21年 10月  埼弓連女子部弓道大会四・五段の部 優勝・知事杯  鈴木武子 

・平成 21年 12月  西部支部納射会四・五段の部     2位           板橋武子  

                 参段以下の部    2位                                     仲二見ゆう子 

・平成 22年 6月   埼玉県実年者弓道選手権大会        2位                                  黒木昭州 

・平成 22年 6月   埼弓連女子部遠的大会称号の部      3位                      斎藤和子 

・平成 22年 8月   西部支部読売杯                    3位                                  黒木昭州 

・平成 22年 8月   西部支部寿射会                    1位                                  黒木昭州 

・平成 22年 9月   県民体育大会女子の部遠的個人      2位                                  両角  愛 

・平成 22年 12月  西部支部納射会                    1位                                  簡野肇平 

・平成 23年 1月  西部支部初射会           1位                                  簡野肇平 

・平成 23年 3月  西部支部総会射会                  3位                                  坂本良雄 

・平成 23年 5月  埼玉県選手権大会参段以下の部   2位                 簡野肇平 

・平成 23年 9月  西部支部選手権大会       団体優勝               簡野肇平 

黒木昭州 



大熊正行 

・平成 23年 9月  県民体育大会参段以下の部近的個人 1位          簡野肇平 

・平成 23年 11月 初雁弓道大会           2位          坂本良雄 

・平成 23年 11月 四市親善射会          団体 2位     新座市 

・平成 23年 12月 西部支部納射会参段以下の部    3位                 簡野肇平  

称号の部            1位          黒木昭州  

称号の部            2位          直井良一 

・平成 24年 3月   西部支部総会射会                  3位                 黒木昭州 

・平成 24年 6月   埼弓連女子部遠的大会称号の部      3位          斎藤和子 

・平成 24年 7月  岩槻まつり弓道大会         3位          大熊弘子 

・平成 24年 8月  西部支部寿射会           2位          黒木昭州 

・平成 24年 10月  埼弓連女子弓道大会 四・五段の部   1位          鈴木武子  

                                     称号の部       3位          両角 愛 

・平成 24年 11月  第 1回朝霞地区弓道大会          団体 1位      新座市  

                                                  個人 2位       大熊正行  

                                                  個人 3位       濱田英男 

・平成 25年 8月  西部支部寿射会           2位                               坂本良雄 

・平成 25年 9月  西部支部選手権大会        団体 3位       青砥 勤 

                                 大熊弘子  

                                                                 坂本良雄 

                          団体 3位       吉本かをる 

                                                                 北濱すみえ 

                                 斎藤和子 

・平成 25年 9月  県民体育大会参段以下の部近的  個人 2位    青砥 勤 

 

2. 全国大会 

・平成 10年 11月 明治神宮奉納全国弓道大会    称号の部優勝  斎藤和子 

・平成 12年 2月  第 1回全日本女子弓道大会 初段以下の部 2位  遊佐美恵 

・平成 14年 6月   全日本女子弓道大会東日本の部四段以上の部 7位  両角 愛 

・平成 15年 6月  全日本女子弓道大会東日本の部三段以下の部 5位  東出直子 

・平成 16年 11月 明治神宮奉納全国弓道大会   有段者の部 8位  奥加代子 

・平成 20年 4月  全日本女子弓道大会東日本の部    四段の部 2位  板橋武子 

 

Ⅴ．表彰 

・平成 8年度スポーツ優秀選手賞   岩崎伊久子 

・平成 10年度スポーツ優秀選手賞   斎藤和子 



・体育協会財団化 10周年表彰     武部敬義、直井良一、斎藤和子、大賀宣昌 

                  森  實 

・平成 12年度スポーツ優秀選手賞   遊佐美恵 

・平成 14年度スポーツ優秀選手賞   両角 愛 

・平成 15年度スポーツ優秀選手賞   両角 愛、矢野さかゑ、東出直子、鈴木武子 

・平成 16年度スポーツ優秀選手賞   奥加代子 

・平成 17年度スポーツ優秀選手賞   大賀久史、黒木昭州、櫻井義一、水落ハル子 

                  栗田テル子、岡崎もと子 

・平成 18年度スポーツ優秀選手賞   水落ハル子、栗田テル子、岡崎もと子 

                  鈴木武子 

・平成 18年度功労賞         中村雅彦 

・平成 19年度功労賞         小紫正孝 

・体育協会設立 50周年・財団法人化 20周年表彰 

                  平田 瞳、福田ちえ子、北濱すみえ、松高桂子 

                  結城光男 

・平成 20年度功労賞         武部敬義 

・平成 20年度スポーツ優秀選手賞     板橋武子 

・平成 21年度スポーツ優秀選手賞   鈴木武子  

・平成 22年度スポーツ優秀選手賞   黒木昭州、両角 愛  

・平成 23年度スポーツ優秀選手賞   簡野肇平、大熊正行、佐々木秀明  

・平成 24年度埼玉県弓道連盟長寿賞  米寿：平田瞳 傘寿：中村雅彦、大賀敦子  

・平成 24年度新座市教育文化等功労者 簡野肇平  

・平成 24年度新座市私財寄付者    新座市弓道連盟  

・平成 24年度スポーツ優秀選手賞   両角 愛、矢野さかゑ、鈴木武子 


