
  

     

 

 

1／7 

 第 70 号福弓連   広広広広        報報報報            福岡県弓道連盟広報委員会発行 
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七段昇段七段昇段七段昇段七段昇段    
「百手一手 一手百手」 

古い教えに「百手一手 一手百手」と云うことがあります。一筋一筋大切に弓を引くことであります。これは粗末に二百

射したのは丁寧な二射に及ばず、と云う意味であります。初心者の癖として無闇に数ばかり引きたがる人がありますが、こ

れは間違いでございます。勿論丁寧に澤山引く事にこしたことありません。古人も、「一日百射以上せねば上達せず」と申

しております。理想として一日百射位はした方がよいと存じますが、それとても粗末に百射する位なら丁寧に二十射した方

がよいと存じます。丁寧と云ってもよく見受けます様に自分で無闇に工夫を凝らして教えられもせぬことまで色々考えるこ

とではありません。射は実藝であります故、「行先んじて、知これに従う」を可とします。何となく稽古を積む間に一つの

こつを會得する。これを師に糺して初めてそのこつの説明を受けると云う様なのがよいと思います。しかし世の中が忙しく

なりましたら、よほどの熱心の方でないと左様な事は出来ませんから、先ず教えを受けてこれを工夫し体得する行き方でも

仕方ありませんが、教えもせぬことを無闇に人から聞き、本で見たり等して自分で工夫する人はまことに困るのであります。

以上、古人の教えの一例を紹介します。                          渋田 勝重（福岡地区） 

 
教士昇格教士昇格教士昇格教士昇格    1111    
京都審査においては、恩師井上光範士の追悼の心づもりで受審しました結果、安定した行射ができたものと思います。 改

めて、心志の安正の重要性を痛感しました。 今後も、師の教えである「素直に、謙虚に、礼儀正しく」を心に銘じ、弓道

修練、人格向上に努めたく、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。        上野 民夫（福岡地区） 

 
教士昇格教士昇格教士昇格教士昇格        
京都審査においては、審査会場が仮設であることから、一つ的坐射礼模範演武の位置、体配等を注意深く拝見致しました。

二次審査では、初対面の三人がお互いに想いやりの気持ちで行え、共に合格することが出来ました。見取り稽古の大切さを
感じた所であります。今後は、錬磨に励むと共に、指導者として弓道の普及に尽くして参りたいと思います。 

宮本 貞雄（福岡地区） 

● 福岡県連便福岡県連便福岡県連便福岡県連便      
 

� 審査審査審査審査,,,,講習会関連講習会関連講習会関連講習会関連                                                                                                                                                                                                                                                            

  各審査各審査各審査各審査においてにおいてにおいてにおいて下記下記下記下記のののの方方方方々々々々がががが昇格昇段昇格昇段昇格昇段昇格昇段されましたされましたされましたされました。。。。おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。    

 
 

昇段者昇段者昇段者昇段者・・・・昇格者昇格者昇格者昇格者 喜喜喜喜 声声声声    
  

射会射会射会射会,,,,大会大会大会大会,,,,講習会講習会講習会講習会    開催日開催日開催日開催日,,,,会場会場会場会場    成成成成        績績績績 ,  ,  ,  , 概概概概        要要要要    

平成 23年度 
推薦昇格、昇段者 
 

5月 1日(日) 
京都市 

範士昇格  久恒政雄八段(福岡地区) 
八段昇段  山下 眞教士(福岡地区) 
七段昇段  渋田勝重教士(福岡地区) 
教士昇格  今里 勉六段(筑後地区) 

【京都】 
定期中央審査 

5月 4日(水) 
京都市 

教士合格者数 17名(内 福岡県 2名) 
上野民夫(福岡地区) 宮本貞雄(福岡地区) 

九州地区 
錬士臨時中央審査   

6 月 12日（日） 
植木市 

合格者数12名(内 福岡県 5名) 
窪田幸一郎(北九州) 河野武富(北九州地区) 田中綾子(福岡地区) 
松延佳太(筑後地区) 石原重弘(北九州地区) 

九州弓道連盟連合審査 
 

6月 19日（日）  
長崎市弓道場 

合格者数20名(内 福岡県 12名) 
 

九州地区指導者講習会 
 

5月 14日(土)～15日(日) 
日田市弓道場  

受講生 (内、福岡県10名) 参加 
 主任講師 範士八段 林 文夫 
 講  師 範士八段 大井手次男 

西日本女子講習会 
 

6月 25日（土）～26日（日） 
博多の森弓道場 

受講生 44名（内、福岡県 3名）参加 
 主任講師 範士八段 秋山照美 
 講  師 範士八段 石井勝之 
 講  師 範士八段 信國幸人 
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� 射会射会射会射会,,,,大会関連大会関連大会関連大会関連    

 

射会射会射会射会,,,,大会大会大会大会    開催日開催日開催日開催日,,,,会場会場会場会場    成成成成        績績績績 ,  ,  ,  , 概概概概        要要要要    

全日本勤労者 
弓道選手権大会予選    

4 月 9日（土） 
博多の森弓道場 
    

1 団体 24射(各自４矢２立)の的中数により順位を決めた。 
①ＪＰ ①福岡県教職員 ③北九州市役所 
ＪＰ（伊佐エツ子,原田晃一郎,市川裕一）と福岡県教職員（鎌田修治,藤野

小百合,椋田孝行）の２チーム(３人編成)が全国大会(6月 3日～5日,栃木県恵
那市)に出場したが、決勝進出ならず。 

平成 23年度 
県国体予選会 

4月 17日、5月 8日 
5月 12日 

選手選考の結果、県代表、国体選手候補者を下記の通り決定しました。 
成人男子 6名 宮永向一(筑後),浦川剛(福岡),江口慎一(筑後) 
       安田真也(筑豊),坂上雄一(北九州),大藪巧(筑後) 
成年女子 6名 藤野小百合(筑後),坂田直美(筑後),大島マキエ(福岡) 
       高橋希代美(福岡),武谷茜音(北九州),井上希望(筑後) 

第 61回 

西日本弓道選手権大会 
 

5月 29日 

博多の森弓道場 

参加者 561名 

矢渡 吉弘正敏 

介添 上野民夫 

宮本貞雄 
 

団体 1次予選は 5人が四矢１回で 11中以上、２次予選は各自一手で 6中以

上が決勝へ進んだ。個人は一次予選四矢皆中二次予選一手皆中者が決勝射詰へ

と進んだ。 

団体の部①山口県A(田中真紀,広実佳祐,藤井直子,兼石幸,松﨑敬子)②山口県

Ｂ(石津昌則,杉山雅博,吉本和喜,田中雅樹,黒田素直)③AVG86(松尾沙

織,大森崇史,森田和樹,坂上雄一,野田吾良) 

個人の部①松延佳太(福岡獅子奮迅会)②坂上雄一(AVG86)③原口洋(綾鷹) 

殊勲賞(6射皆中)横川和志,待鳥順也,阿久井基,田中康大,森本秀樹,西美智江,

上川ひかる,牛島弘人,小笠原茂,石津昌則,原田翔平 
敢闘賞(4 射皆中)朝野康男,安藤祥太,永吉加代子,林理一郎,木下剛夫,大藪巧,

才田吉紀,志垣幸喜貴,養父寿子,長谷川晋輔,広実佳祐,中村智美,松高
広明,染川徹,久賀一徳   

第 24回 
県大学弓道選手権大会 

6月 12日 
福岡武道館弓道場 
参加者数 104名 
矢渡 中島孝夫 
介添 中川久美子 
   松尾惠子 

団体男子①福岡大学(馬場和央,野崎貴将,牛島弘人,渡邉正憲,緒方仁人)②西

日本工業大学(後藤大貴,井上玲緒奈,野津史也,吉田秀吉,内村公平)③

九州産業大学(山下貴義,西川知樹,竹下諒,濱名將章,菅悟)③九州大学

(中島昂,諫山直純,越智来人,藤本拓矢,江口慎吾) 

団体女子①西南学院大学(本松夏美,野々村映見,石野田ゆき,)②福岡大学(武

富早織,阿世賀詩歩,有川真由)③西南女学院大学(山下真那実,森彩花,

石橋智恵)③九州産業大学(武内奈緒美,筒井綺保,藤田唯) 

個人男子①渡邉正憲(福岡大学)②越智来人(九州大学)③後藤大貴(西日本工業

大学)④馬場和央(福岡大学)⑤牛島弘人(福岡大学) 

個人女子①有川真由(福岡大学)②本田亜里砂(九州女子大学)③本松夏美(西南

学院大学)④坂口沙采(久留米大学)⑤阿世賀詩歩(福岡大学) 
予選を行ない,男女共に 8チームによるトーナメント戦を行った。 

 

      
 

西日本女子講習会より 
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� 筑豊地区便筑豊地区便筑豊地区便筑豊地区便     

射会射会射会射会,,,,大会大会大会大会,,,,講習会講習会講習会講習会    開催日開催日開催日開催日,,,,会場会場会場会場    成成成成        績績績績 ,  ,  ,  , 概概概概        要要要要    

筑豊地区第 41回 

春季道場対抗射会 
    

4 月 10 日（日） 

飯塚市弓道場 

参加者 58 名 

矢渡 千手由則 
介添 西澤直美 

山本由美子    

競技 四矢２立 

団体     ①田川弓友会 B ②香春 A ③直方 A 

個人称号の部 ①相部哲也(福智)②吉田光蔵(福智)③石橋孝子(鞍手) 

男子の部 ①原口勝利(福智)②安田真也(嘉麻)③東田義文(田川) 

女子の部 ①吉田千代美(福智)②有働恵美子(鞍手)③須山友希江(直方) 

最高的中賞 原口勝利(福智) 

射技努力賞 五段以上 永田栄子(直方) 

四段以下 安田真也(嘉麻) 

第 11回 
筑豊地区遠的大会 

6月 12日(日)  

福智町弓道場       
矢渡 中山コノヱ 

競技 四矢３立 

男子 ①石橋博勝(飯塚)②原口勝利(福智)③小俣近宏(香春)④井福 到(飯塚) 

女子 ①中山コノヱ(嘉麻)②藤岡利恵子(福智)③井上富恵(福智) 

県統一伝達講習会 6月 19日(日) 

福智町弓道場 

受講生 30名 

矢渡 中川謙治 

介添 前田晃稔(受講生) 
有馬英俊(受講生) 

福岡地区より永吉加代子主任講師を迎え、吉田司地区長よりの紹介と檄を受け開

始。全員一手行射の後、総評と九州地区指導者講習会の報告があり、射技指導、各

種射礼の研修、質疑応答等を実施。終日の熱のこもった指導に感謝し、受講生一同

今後の研鑽を誓い散会した。 

主任講師；永吉加代子、講師；中川謙治、中山 コノヱ 

県副会長 吉田 司 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 北九州地区北九州地区北九州地区北九州地区    

射会射会射会射会,,,,大会大会大会大会,,,,講習会講習会講習会講習会    開催日開催日開催日開催日,,,,会場会場会場会場    成成成成        績績績績 ,  ,  ,  , 概概概概        要要要要    

第 27回 

的場池弓道場開設 

記念弓道大会 

    

4 月 17日 

北九州市立 

的場池弓道場 

参加者 219名 

矢渡 那須不二男 
介添 木下剛夫 
 

始めに、東日本大震災の犠牲者を悼むとともに、被災者の一日も早い復興を願って、

黙祷を捧げた。来賓の挨拶の後、日置流印西派体配の矢渡で競技を開始した。競技は

3人団体の四ツ矢12射 6中以上を予選通過とする。 

団体 ①小倉南弓徳会 A(松本忠,中西浩二,椙山祐介)②的場 D(池田節,白石睦,木下)

③的場 C(首藤,村田章,岩本吉)④的場 I(上原,岡村,林典)⑤萩弓道場 萩(池部,

南崎,小松屋) 

有段男子①西村常隆 4 中(鞍手)②森田慶 4 中(芦屋)③末松計三 4中(同)④尾家弘之 4

中(豊前)⑤林理一郎 4 中(夜宮)⑥坂木敏雄 4 中(田川)⑦牟田和男 4 中(的場)⑧

中尾敬吾 3 中(中津)⑨高橋昭一 3 中(正錬会)⑩福島忠 3 中(夜宮)⑪江口駿一 3

中(小倉南)⑫祐成本文 3 中(中津)⑬村下留次郎 3 中(勝山)⑭西清文 3 中(中津)

⑮小松屋良範3中(萩)⑯戸嶋秀樹3中(乃木)⑰溝上英紀3中(九電工)⑱村田章3

中(的場)⑲上村正幸 3中(中津)⑳片山正樹 3中(小倉南) 
有段女子①島田智子4中(的場)②那須悦子3中(小倉南)③池部佐知子3中(萩)④阿久

井房江3中(夜宮)⑤岩本順子3中(的場)⑥林典子3中(同)⑦仰木洋子3中(中間)
⑧上原和代 3中(的場)▽無段①岩本千絵 2中(的場)②永井雄一郎 2中(同)    

 

 

筑豊伝達講習会より 
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北九州弓道 

近的選手権大会 

 

4月 24日 

市立夜宮弓道場 

参加者 110名 
矢渡 樋口達雄 
介添 中川敏則 

小林久美 

一手 5立ち 10射で競う個人戦。総合優勝は各部門の優勝者で射詰を行なう。 

称号男子①杉原義勝 9中(勝山)②福島忠 6中(夜宮)③那須孝美 6中(小倉南) 

同女子①井原和子 6中(夜宮)②阿久井房江 6中(同)③青木昭子 6中(芦屋) 

一般男子①三宮幸徳9中(行橋)②竹尾真一8中(北九大)③原田翔平8中(同)④吉本真

也 8中(夜宮)⑤林理一郎 7中(同)⑥大下勲 7中(芦屋)⑦髙橋文夫 7中(小倉南) 

同女子①武谷茜音 10中(西南女大)②佐藤チズカ 8中(小倉南)③那須悦子 7中(同) 

高校男子①宮本真臣8中(九国大付)②小林優7中(同)③薙野光一6中(東筑)④杉山恵

介 6中(小倉西)⑤本松空良 6中(東筑) 

同女子①濱崎真莉6中(小倉西)②吉田美鈴5中(同)③小田薫5中(門司大翔館)④濱村

美由紀 5中(九国大付)⑤池永佳子 5中(八幡) 

総合優勝＝杉原義勝(勝山) 

射技優秀賞(高校生のみ)＝男子：宮本真臣(九国大付)、薙野光一(東筑)女子：松村

萌絵(小倉西)、迫本奈々(九国大付) 

北九州地区 

指導者養成講習会 
 

5月 7日 

市立夜宮弓道場 

参加者 41名 
矢渡 戎 政實 
介添 村上幸彦 

新 忠雄 
  

ゴールデンウィークのさなか戎政實主任講師を迎え、四,五段者を対象とした講習

会が開かれ、初夏のさわやかな汗を流した。 

礼記射義,射法訓唱和の先導者は後藤周二受講生、介添 村上幸彦、新忠雄両五段

の受講生が行い講評を受けた。研修内容は、始めに、班別射技指導を行ない、各自矢

を３本用意して、２本は坐射で、１本は立射で指導を受けた。午後より、定めの座を

とる持的坐射礼を全員行なった後、執弓の姿勢で歩行したり入退場を練習した。最後

に男女に分かれて、肌脱ぎや襷捌きなど細かい点の指導を受けた。 

第 14回 
市長杯争奪レディス
弓道大会 

5月 8日 

北九州市立夜宮弓道場 

参加者 52名 
    

母の日を中心に市内各地で種目別に競技が開かれ、弓道では段位毎に四部に分かれ
て、一手礼射と一手 2 回、四つ矢 1 回の合計 10 射で競った。総合優勝は全員による
射詰競射で決められた。   
個人Ⅰ部(弐段以下)①古川由佳(夜宮)②津田幸美(行橋)③古田真弓(的場) 
同Ⅱ部(参,四段)①田代さなえ(桃園)②花田朋子(的場)③吉本后子(勝山)④三宮佐智

子(行橋) 
同Ⅲ部(五段)①小原知美(夜宮)②鬼木冴子(桃園)▽Ⅳ部(称号者)①川畑美枝子(的

場)②秋武洋子(芦屋)③増田和子(夜宮) 
総合優勝 秋武洋子(芦屋) 

第 18回 

小倉南弓道場創設記

念弓道大会 
 

5月 15日 

市立小倉南武道館 

参加者 242名 

矢渡 山手康雄 

介添 那須孝美 

椙山裕介 

 
 

団体男子①夜宮Ａ17 中(福島忠,林理一郎,阿久井基)②的場 C16 中(首藤,白石,木下)

③小倉南A16中(松本,中西,今次) 

同女子①小倉南 L15 中(橋口恵子,湯浅千恵,吉村明美)②小倉南 M10 中(田中,久保田,

佐藤)③的場F9中(島田,五嶋,鍋山 

個人称号①相部哲也7中(日王)②阿久井基7中(夜宮)③中野剛6中(中津)④吉村明美

6中(小倉南) 

有段男子①中富豊 7中(行橋)②松本忠 7中(小倉南)③有延元宏 7中(同)④片山正樹 7

中(同)⑤白石睦雄 7 中(的場)⑥森田慶 6 中(芦屋)⑦林理一郎 6 中(夜宮)⑧安田

真也6中(嘉穂)⑨小林久美6中(水巻)⑩清末烝宏6中(勝山)⑪横川次人6中(豊

前)⑫今次司 6中(小倉南)⑬簑原伸二 6中(夜宮) 

同女子①鍋山千帆6中(的場)②佐藤小百合6中(行橋)③湯浅千恵6中(小倉南)④熊谷

美智代6中(桃園)⑤戸羽理恵5中(勝山)⑥森里子5中(的場)⑦藤井智子5中(夜

宮) 

無段 ①重松大助 5中(小倉南)②辰島裕 3中(日王)③中嶋純子 3中(行橋) 
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第 58回西日本都市 

対抗弓道大会 
 

6月 12日 

北九州市立夜宮弓道場 

参加者 297名 

矢渡 樋口達雄 

介添 川畑美枝子 

戸梶栄子 

 
 

この大会は夫婦や親子など家族で編成する家族大会も盛り込まれており,二人の合

計的中数上位より 8組が選ばれ,トーナメントで次に勝ち進む。5人で編成する団体戦

は,四つ矢１回(合計 20射)の的中上位より順位を決めた。 

団体 ①周南市,ガンバレ山口B18中(田中真紀,広実佳祐,海上千里,藤井直子,清水玲

子)②宇部市,ガンバレ山口C15中(蔵重,石津,杉山,黒田,松﨑)③佐賀市,剛弓会

13 中(豊澤,野田,川﨑,石川,東島)④鹿島市,鹿島観徳会 B13 中(森,淵上,池田,

野田,岡)⑤鹿島市,鹿島観徳会A12中(石橋,片渕,吉田,岡,岩屋) 

個人有段男子①広実佳祐4中(周南市)②石井学4中(北九州市)③髙橋文夫4中(同)④

川﨑浩輔 4 中(佐賀市)⑤石津昌則 4 中(宇部市)⑥松浦尭信 3 中(北九州市)⑦坂

木敏雄 3 中(田川市)⑧兼石将伍 3 中(周南市)⑨森田慶 3 中(遠賀郡)⑩石川嵩 3

中(佐賀市)⑪魚岡孝3中(下関市)⑫吉田耕平3中(鹿島市)⑬松岡昭夫3中(北九

州市)⑭小林優 3中(九国付)⑮砂濱正典 3中(宇部市) 

同女子①清水玲子 4中(周南市)②田中真紀 4中(同)③海上千里 4中(同)④増田和子 4

中(北九州市)⑤岡里美 4中(鹿島市)⑥立野知己 3中(周南市)⑦迫本奈々3中(九

国付)⑧仁野由貴3中(北九州市)⑨森美紀子3中(鹿島市)⑩酒井萌3中(戸畑)⑪

田代さなえ 3 中(北九州市)⑫松﨑敬子 3 中(宇部市)⑬砂濱眞実 3 中(同)⑭網本

勢津代 3中(下関市)⑮安藤瑛香 3中(北九州市) 

無段①有光俊介4中(九国付)②久保朝弘3中(同)③仁科祐貴3中(八幡南)④廣田将人

2 中(北九州市)⑤加茂智士 2 中(同)⑥中村洋子 2 中(同)⑦礒辺和花 2 中(小倉)

⑧吉田博喜 2中(八幡南)⑨藤津浩輝 2中(九国付) 

家族大会①松﨑光彦,敬子 夫妻(宇部市)②兼石将伍,美智子 親子(周南市)③阿久

井基,房江 夫妻(北九州市)③岡里美,幸好 姉弟(鹿島市) 

県統一伝達講習会  
 

6 月 19 日（日） 

参加者 49 名 

矢渡 舛田真理子 

介添 橋本満昭(受講生) 

   桒野民夫(受講生) 

 

筑豊地区より舛田真理子講師を迎え、終日、熱心な指導が行なわれた。 
班長：安田和恵、礼記・射法訓唱和先導者：大原壽矢子 各受講生。 
介添の講評の後、伝達事項の説明があり、それらの注意点を踏まえて、定めの座をと
る射礼研修に移った。 
全員を持的や一つ的の班に分け、錬士五段の受講生は、四～五人の持的射礼、錬士六
段の受講生は、二人、三人、四人の場合の一つ的射礼、教士の受講生は、四人の持的
の立射礼と、二人や三人の場合の一つ的の立射礼の研修を行なった。 
受講生代表謝辞は、仰木洋子受講生。 
主任講師；増田俊博、講師；舛田真理子 

県副会長 樋口達雄 

北九州遠的選手権大会 

兼県遠的選手権予選会 
6 月 25日（土） 

福智町弓道場 

参加者 66名 
 

称号者①石原重弘（桃園）②那須孝美（小倉南）③政本玉起（三菱化学） 

④阿久井房江（夜宮） 

一般男子①椋田孝行（豊前）②坂上雄一（的場）③椙山裕介（小倉南）④三宮幸徳（行

橋）⑤米田主税（門司）⑥久保田順一（小倉南）⑦白石睦雄（的場） 

一般女子①田代さなえ（桃園）②佐藤チズカ（小倉南）③飛彈紀子（勝山） 

④那須悦子（小倉南） 

競技は四矢 4立の 16射で競われた。 
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福岡地区 

弓道近的選手権大会 
 

4月 29日 

博多の森弓道場 

参加者 240名 

矢渡 吉弘正敏 

介添 折小野美穂 
小埜 洋美 

各自一手２立の予選で、２中以上の的中者による決勝の射詰を行った。 

男子①下村忠司(粕屋)②浦川剛(福津)③岸川博義(南)④中村冨士男(早良)⑤塩川

安之(宗像)⑥大庭司(宗像)⑦常岡哲弥(古賀)⑧川端志津男(中央)⑨徳山孝義

(西)⑩宮本貞雄(博多)⑪下川繁治(大野城) 

女子①織田エツ子(城南)②永吉加代子(須恵)③古賀美幸(城南)④高橋希代美(武

道館)⑤酒見京子(東)⑥田中恵美子(大野城)中川久美子(東)⑧相田由美(西),

萩野千代子(南),大山藍(東) 
佐藤昌子(武道館),竹本奈名(中央),大坪好子(南) 

第 60回 

筥崎宮奉納弓道大会 
 

5月 5日 

筥崎宮特設射場 

参加者 274名 

巻藁射礼 古賀健治 

矢渡 中川久美子 

介添 村田克江 

大石貴子 

 総合優勝 白石康平(城東高校) 

一般参段以上の部 ①白石睦雄(的場)②佃千晶(東)③立畠潤一郎(城南) 

一般弐段以下の部 ①松尾恵一(久留米)②高野浩充(古賀)③後藤広幸(的場) 

高校男子 ①北田智大(城東高)②佐々木泰斗(福岡中央高)③青木郁哉(福岡中央

高) 

高校女子 ①中原明音(須恵高)②山口百恵(香住丘高)③国崎理恵(城東高) 

射技賞男子 福富研之(大濠高) 

射技賞女子 江口綾花(玄界高) 

県統一伝達講習会 

五段及び錬士五段の部 
 
指導者資格取得講習会 
 

6 月 19 日（日） 

福岡武道館 

参加者 35 名 

矢渡 片山保光 

介添 三苫秋実(受講生) 

   梅田明宏(受講生) 

筑後地区より藤木政義講師を迎え、吉弘政義県副会長の挨拶受け開始。 

矢渡の講評と九州地区指導者講習会の報告、射技指導、各種射礼の研修、質疑応

答等を実施。終日の熱のこもった指導を受けた。 
主任講師；片山保光、講師；藤木政義、内山栄一、田中恵美子 
県副会長 吉弘正敏 

県統一伝達講習会 

錬士六段及び教士の部 

6 月 19 日（日） 

博多の森弓道場 

参加者 44 名 

矢渡 戎 政寛  

介添 寺崎正躬(受講生) 

 浦川 剛(受講生) 

 

北九州地区より戎政寛主任講師を迎え、朝隈敏子県副会長の挨拶、主任講師の

挨拶、日程説明、礼記射義、射法訓斉唱の後、矢渡し介添えは受講生が行い介添

えの講評、九州地区指導者講習会の報告があり、『新しい事は無い。今までやっ

ていることを基本に忠実に行う』様に強調された。その後、質疑応答があり主任

講師が回答した。 

一手行射は五人立ち一射場で行い矢を飛ばさないで矢番え動作までとした基本

動作を中心に実施された。班別指導は五班に分け、受講生相互研修をした。 

仕上げは、一手行射を行い講習会の成果を確認し閉会。 

スポーツ指導員の資格取得及び必要性についての説明があった。 

主任講師；戎 政寛、講師；小林裕子、江藤 誠、福永ひろこ、松尾 修、 

県副会長 朝隈敏子 
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第 25回筑後地区 

女子弓道大会 

 

4月 24日 

久留米市弓道場 

参加者 126名 

矢渡 坂口高精 

介添 荒木千鶴子 

坂田直美 

 

一手５立(10射) 

総合優勝(最多的中賞) 原田百子(筑水高校)８中 

五段以上の部①中島由美子(久留米)②坂田直美(大牟田)③藤野小百合(久留米)④川

地若子(大牟田)⑤川島靖子(久留米) 

四段以下の部①坂口沙采(久留米大学)②鶴田千代子(大牟田)③吉田佳代(久留米大

学)④井上玲子(小郡)⑤原口洋子(久留米)⑥平繁子(筑後市) 

高校生の部①原田百子(筑水)②甲斐田鮎美(大牟田)③堤メラニー楓(山門)④松尾美

弥(筑水)⑤中富友美(筑水)⑥吉田香里(三池)⑦渡辺胡舟(南筑)⑧後藤亜理紗

(山門)⑨森千亜紀(三池)⑩平尾愛美(筑水)  

中学生の部①松本千佳(大川南)②古賀加恋(大川南)③古賀七海(大川南)④下川葵

(大川南)⑤屋宜 望(三潴)⑥小田彩加(三潴)⑦深堀美紅(三潴)⑧中村友佳

(大川)  

4 月下旬にも関わらず朝から小雨の降るとても寒い一日でしたが、五段以上の部では

何度も射詰めが続き白熱した射会となりました。 

大牟田延命弓道場 

お披露目射会 

 

5月 22日(日) 

大牟田延命弓道場 

参加者 99名 

矢渡 近藤良介 

介添 中島正明  

坂田直也 

大牟田弓道連盟筑後地区、玉名、荒尾区から 99 名の参加があり一手礼射の後競射を

行ないなごやかに行なった。 

男子の部 ①清松和也(大川)②間部和也(玉名)③長尾弘文(八女)  

女子の部 ①荻野裕美(八女)②福原由美子(久留米)③黒岩るみ子(筑後) 

第 46回久留米 
市長杯争奪弓道大会 

6月 5日 

久留米市弓道場 

参加者 ２２８名 

矢渡 水田英敏 

介添 播广屋茂 

   江口慎一 

  

 

団体の部 ①八女青年部（青木良介、中村泰二、大藪巧） 

②久留米大学 A（井本太輔、熊谷光真、門村健太郎） 

③嘉麻市弓道会嘉穂 OB B（辻田宏規、安田真也、高伏優児） 

個人の部 総合優勝 森田 慶（芦屋） 

一般男子 ①大藪巧（八女）②門村健太郎（久留米大学)③副島司（久留米）④播广

屋 

    茂（久留米）⑤安田真也（嘉麻）⑥松原信幸（久留米）⑦青木良介（八女） 

一般女子 ①井上 希望（久留米大学）②秋武 洋子（北九州）③井原 和子（北九

州） 

④鼻岡 美里（福岡大学）⑤川島 靖子（久留米） 

高校男子 ①井口透麿（大牟田）②山下正騎（大牟田）③久保田湧太（久留米筑水） 

高校女子 ①甲斐田鮎美（大牟田）②川田依未（大牟田）③橋本沙耶（久留米南筑） 

第 3回筑後地区弓道 
遠的大会兼県遠的 

選手権予選会 

6月 26日 

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ八女弓道場 

参加者 35名 

矢渡 坂口高精 

総合優勝 松延佳太（八女） 
男子の部 ①松延佳太（八女）②馬田洋（小郡）③田中則雄（三潴） 
     ④小笠原茂（久留米）⑤鎌田修治（大牟田） 
女子の部 ①坂田直美（大牟田）②藤野小百合（久留米）③福原由美子（久留米） 

県統一伝達講習会 6 月 19 日（日） 

久留米市弓道場 

参加者 30 名 

矢渡 塩川安之  

介添 堤 直行(受講生) 

戸川司郎(受講生) 

福岡地区より塩川安之主任講師を迎え、基本姿勢と基本動作の確認を中心に講習
が行われた。 
 入退場の仕方など、熱心に稽古される姿が見られた。 
 班別は相互研修形式とし、指導力の向上を目指してお互いに気づいたことを出し合
い、盛んな交流が見られた。 
主任講師；塩川安之、講師；藤野小百合、水田英敏 

県副会長 坂口高精 

 


