
＞　福岡退色

射会，大会，講習会

第25回

福岡市総合スポーツ

大会弓道大会

古賀市弓道場
30周年記念射会

47回樽崎杯射会

開催日，会場

10月10日（月）

福岡武道館弓道場
参加者308名

矢渡
射手　福地一美

0月23日（日）

賀市弓道場
加者100名

矢渡
射手　川原啓司

介添　山下ビデ子
園田悦子

11月3日（日）

博多の森弓道場
参加者150名

矢渡
射手　吉弘正敏

介添　吉田隆
徳重毅

成　　績，概　　要

平和台競技場での総合開会式に高島市長の前を遺著、袴で行進した後、武道館へ移動
し、競技が行われた。

個人　総合優勝毛利幸男（太宰府）

称号　①吉田隆仲央）②三苫秋実（西）③中村富士男（早良）④坂田龍一（早良）⑤柴田珠

美（大野城）⑥古賀晃子（城南）⑦品川和子（百道）⑧宮本貞雄（博多）
五段　①冨永博之（中央）②大島マキエ（東）③森山祭一（筑紫野）④香取敏夫（博多）③松

崎高（粕屋）⑥柴田久美子（城南）⑦水落巧（須恵），石橋高子（早良），田村久美子（至

道館），牛の濱富充（春日），三富登紀子（西），増山菜綺子（武道館），古賀美幸（城
南），大石貴子（東），信国室子（武道館），安武直次郎（中央），前川喜代子（南）

四段　①徳田好則（城南）②岡村良彰（南）③熊谷圭三（春日）④下川連正生（博多）⑤服巻

和子（中央），平野信子（西）⑦牟田口智子（西），田中博志（西），内田安昭（中央）
弐，参段①勝野耕太郎（春日）②中村聖一（春日）③大辻智之（太宰府）④斉藤正義（東）⑤岡

村純子（南），平田郎（太宰府），田中節子（室道館），福永末帆（太宰府）⑨川鍋寅政
（東），門司尚和（早良），井上信一（南），末安伸一（早良），徳山孝義（西），川端志津男

（中央）⑯藤原照美（至道館），平川新一郎（南），飼手義彦（武道館），寺嶋夕貴

多），後藤徳夫（太宰府），濱地弘信（城南）▽初段以下①永田純子（西）②高野晃平
（早良）③用達眞澄（西）④末宗美幸（中央）⑤宮崎美枝（東）⑥大嶽正美（至道館）⑦

和田さゆり（中央）⑧植田正男（西）⑨山下友（博多）⑲峰村元気（早良）☆団体①東
区（斉藤正義，大島マキエ，田中節子，吉田隆大石貴子）②中央区③博多区

総合優勝　　早瀬浩（宗像）

称号　①中川久美子（東）②上田眞澄（糸島）⑧坂本貴子（古賀）

④坂本照男（古賀）⑤福地しづかく中央）
四，五段①浜田綾子（古賀）②肥山喜憲仲央）③森田慶（芦屋）

④畑昭夫（古賀）⑤輿義和（古賀）
式，参段①川端志津男（中央）②波多江直行（糸島）③松浦典子（古賀）

④相li旧紀（東）⑤田中彩子（古賀）
初段以下①永島学（東）②古lI憾（古賀）③島津慧（古賀）

④末並紗智子（福澤）

近年の地区例会は参力晴が増え、四矢の立射で同時打ち起こしと慌しい射会となっ

ていたので、今回五段以上と四段以下で日程を分けた射会とし、審査の要領による、

射による競技が行われた。

崎杯　　中村富士男（早良）
号者の部①中嶋邦生（宇美）②上田真澄（糸島）⑧佐藤裕計（百道）④瀬尾凍子（博多）

⑤後藤武夫（西）⑥上野民夫（大野城）⑦田中綾子（早良），長田知子（城南），古
賀薯夫（百道），宮本貞雄（博多），今村都（城南），倉田俊一（西），塩川安之（宗
像）

五段の部　①安武直次郎（中央）②八尋憤友（東）③冨永博之（中央）④深見恭之（早良）

⑤森和子（粕屋）⑥毛利幸男（太宰府），森山祭一（筑紫野），徳重恵美子（宇
美），松崎高（粕屋）⑲中川勝人（早良），松浦道子（城南），浜田綾子（古賀），
和田拓之（中央），三富登紀子（西），増山菜緒子（武道館），
木村千恵子（太宰府），森山信代（至道館），藤木京子（宇美），荒木正勝（春日）
瀬尾涼子（博多），冨永博之（中央）
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第47回樽崎杯射会朝隈先生演武



第1回福岡地区
会長杯射会

第44回

福岡女子弓道大会

久恒政雄先生範士ご

昇格祝賀射会

11月6日（日）

博多の森弓道場

参加者136名

射手　吉弘正敏

介添　末永公子
佐）i旧香

11月13日（日）

博多の森弓道場

参加者377名

矢渡

射手　朝隈敏子範士

介添　村田克江

大童文子

12月11日（日）

博多の森弓道場
参加者285名

先日の梅崎杯射会の四段以下を対象にした射会で、審査の要領による、座射による
競技が行われた。

福岡地区長杯　大辻智之（太宰府）
四段　　　①国武朋子（筑紫野）②岡村良彰（南）③下川連正生（博多）④熊谷圭三（春

日）⑤坂口裕重（中央）⑥川原信行（東）⑦田中律子（西）⑧梅林正伸（城南）
⑨本山明大（古道），公文保則（早良），林香保里（早良），加藤良子（古賀），藤野
孝美（中央），許斐隆夫（春日），木村固守（中央），高橋喜代美（武道館），山田一
一（城南），末永公子（中央）

弐，参段　①後藤健夫（太宰府）②征矢大助（武道館）③濱地弘信（城南）④森本秀樹（中
央）⑤樋口三恵子（早良）⑥河原葦枝（中央）⑦小西毅（至道館），平田即（太宰
府），中川貴詞（大野城）⑩川鍋寅政（東），竹内賢（那珂川），高野浩充（古賀），

末安伸一（早良），川端志津男（中央），溝田八寿子（春日），高田正己（古賀），森
勇人（太宰府），渋田園治（古賀），香月和子（南）

初段以下　①早田豊（那珂川）②杜下淑恵（中央）③近藤敏行（那珂川）④野口美幸（至道
館）③高瀬小百合（中央）⑥下川ミエ（中央）⑦吉松隆（須恵）⑧古谷優衣（春
日）

⑨坂本和美仲央）⑲藤本洋美（粕屋）▽優秀賞末永公子（中央），
征矢大助（武道館），早田豊（那珂川

古屋順子，小林裕子，福永ひろ子，田中恵美子，永吉加代子教士の特別演武に続き、競技

が行われた。

総合優勝　　古賀美幸（城南）

称号　　①福永ひろ子（華道館）②湯沢富貴（城南）③福地しづか（中央）

④松尾恵子（太宰府）③坂本智美（南）⑥村上佳子（南）
四，五段　①高橋希代美（武道館）②田中和江（筑紫野）③田中律子（西）④石橋高子（早良）

③木下美都子（東）⑥三富登紀子（西）

初～参段　①遠藤彩花（九州産業高）②武藤和保（宗像高）③湯川周子（甘木）

④今林史佳（西南学院高）③高田奈々（筑紫中央高）⑥大野鈴子楠）
無段　　①坂本安美（太宰府高）②里見施保（筑紫中央高）③武井彩香（朝倉高）

④国原白菜江（九州産業高）
′′′〃○○∩′一子′′′′●′′′●▼●▼′▼●′′●ヽ●′′“置′ヽ′．互で′．、「．－．●｝←，一．←←ィ．一．←－、′“・′一一′′■1“タ．■一一．．－．．．．〆．→－．一，′書．－′一′．．′．〉一←●．、置．lr‘lP．嶋．←→－lrr一rr－、′－′ノー．，．′■｝一一←■▼一一．．）一．““′一■←●、「．hrr′葛へ′．1・．一一′′一一で－，一一m■ミ′タ、′■●ヽ．●lr■●）●｝′●ヽ′ヽ1′′▼●′●1nr′■m′′′●ヽ置′′′′′■ヽγ■1…

永年福岡地区弓道連盟会長として、地区会員を指導していただいた久恒政雄先生の範
士ご昇格祝賀射会が開催された。福地一美福岡地区副会長の挨拶、記念品と花束贈呈の

後、久恒政雄先生から、「こんなに大勢の皆さんから祝っていただき感謝する」との謝

辞があった。福地一美地区副会長の矢渡（介添池田友行，三浦泰子）、朝隈敏子範士の演

武に続き、会員の祝射が行なわれた。久恒先生の気迫のこもった答礼射（介添福地しづ
か，徳重毅）で締めくくり、全員一堂に会しての直会が行なわれた。
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久恒政雄先生範士祝賀射会

久恒範士物見



＞　免徒姫包

射会，大会，講習会；…　　　開催日，会場

第48回
秋季筑後市民弓道
大会

第41回高良大社

10月9日（目）

筑後市弓道場
参加者　57名

矢接
射手　坂井義則
介添　平九州男

黒岩るみ子

10日（月）

杜境内仮設弓道場
高良大社

数；193名

水田美観

江0月30日（日）
…柳jI盾民弓道場

i参加者299名
i一般113名，高校生186名

i矢波
i射手　野口毅

添　岡隆広

新谷将史

成　　語，概　　要

総合優勝　播「屋茂（久留米市）
一般男子　①砂藩政典（山口県）②深町南海治③中富事正（筑後市）
一般女子　①三角富美子②小松良子③白谷マユミ（以上，筑後市）

高校男子　①乗富政裕②平田佑③渡辺雅也（以上，八女工業高校）

高校女子　①坂井裕美②近藤彩香③立石采希（以上，八女工業）

秋晴れの高良大社で、くんち奉納弓道大会が行われた。

総合優勝　　吉田大志（唐津工業高校）

⑪原田幹雄（小郡）②鎌田修治（八女工業高校）③大西東（荒尾）④江崎寛（久留米）

⑤原勝利（福智町）

①山下智子（久留米）②藤原淑恵（鳥栖市）③田中詔子（小倉南弓徳会）④川島靖子（唐
津工業高校）⑤椛島節子（高田）
蓑田翔太（唐津工業高校）②江島辰弥（八女工業高校）③野口大樹（三池工業高校）④谷
川亮（三池工業高校）⑤川原伸也（八女工業高校）

①井上七海（唐津工業高校）②嶋原香華（三池工業高校）③石井美葉子（浮羽究真館高

校）④田子森春奈（久留米高専）⑤坂口襲撃憺津工業高校）

i　大会の横様：本大会は、毎年水郷柳川の白秋祭にちなんで開催されています。

離讃諸人チ‾ム四つ矢二回、計24射で競われた。
①八女弓道会C（坂上　雄一・小笠原茂・大鼓巧）
②佐賀剛弓会（古川　孝司・京島　直生・川崎　浩輔）
③大牟田弓道連盟C（江崎　省二・鎌田　修治・溝尻　清敬）

体高校の部
①大牟田高校A（百武佑樹・井口遍歴・山下正騎）
②八女農業A（井手　俊希・江島　啓一・牛島　竜希）
③神埼高校A（古館　呈汰・江口　将士・大圏　貴弘）

人一般男子の部

①坂上雄一［八女弓道会C］
③大鼓　巧［八女弓道会C］
③川崎浩輔［佐賀剛弓会〕
⑦花田祥吾［個人］
⑨岩井一秀［的場］

個人一般女子の部
①高橋希代美［TeamFUKUOKA，11

③岩崎希望［Team FUKUOKA’11

⑤山下智子［久留米はたち会］
⑦椛島節子［高田弓道会］

個人高校男子の部
①江島啓一［八女農業A］
③古賀直也［佐賀北E］
⑨江口将士［神埼高校A］

個人高校女子の部
①横矢　萌［大牟田高校C］
③森本美穂［伝習館E］
⑤宮西時日［伝習館F］
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②野中郁也［八女弓道会青年部A］
④山口博光［黒木町大明館B］
⑥戸川司郎［柳川弓道会A］
⑧溝尻清敬［大牟田弓道連盟C］
⑲金子文隆［瀬高弓道会A］

B］②藤野小百合［TeamFUKUOKA’llA］

A］④西美智江［黒木町大明館A］
⑥坂田直美［TeamFUKUOKA’llB］

⑧渡遠　憲子［長洲弓友会］

②古館呈汰［神埼高校A］
④甲木裕亮［山門高校A］

②江頭杏奈［神埼高校D］
④金子あこ［山門高校D］

月
良
催
加
渡
手

的
高
主
参
矢
射

大
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人
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11月3日（祝）

参加者192名
矢波　近藤良介

奉納弓道大会

39回久留米
とめき弓道大会

平成23年
久留米納会

＞∴神祇

11月6日（日）

久留米市弓道場
参加者110名
矢渡

手　水由実敏
介添　福原由美子

川島靖子

11月13日（日）

大牟田延命弓道場
参加者135名
矢渡
射手　藤木政義
介添　笹原中巻

坂田直也

12月4日（日）

久留米市弓道場
参加者47名
矢渡
射手　水田英敏
介添　高倉幸治

原奈緒美

心配した空模様であったが天気も持ち直し、
に行なわれた．

七五三の参拝客の応援

団体　　①大弓連A②　大弓達B③　大牟田高C

も受け、盛会裏

人男子　①江崎省二（大弓連）②徳永千佳人（三池高校）③緒方彩樹（大牟田高校）
女子　①吉永真理（三池高校）②横矢　萌（大牟田高校）③深浦千晶（三池工業高）

■ヽ●－■一一．〃，■〃▲′′■′ノ●ノ■′′■■′●ノ■■■一一一■一一一一．■一一一一一一一一一一一一一・一一→．一一一．●一′一一一一一一一一一一ノi′一一′ノ′一〇iJJ｝巾へ●◆．●▲■〈●ノー一一一一一■〕′一一●●－●〃

この大会は、5人立ち団体戦のみの大会で、 四つ矢三回の予選上位8チームが決勝
進出となり、決勝はトーナメントで行われた。
久脅米の良さを知って頂くため、賞品は久留米特産のお米や柿がたくさん出た。

①小郡A（大塚昭典，高尾義夫，永田昭利，横山義仁，原田幹雄）
②久留米A（山下貞土坂井剛憲，高倉幸治，江口慎一，小笠原茂）
③小郡C（白水福美，馬田洋，井上玲子，五島嘉昭，古賀和敏）

四つ矢二回　男女上位4チームトーナメント
市内の慈善団体の協賛を受け市内及び近郊の小，中，高生を対象に5武道（弓，柔，

剣，空手，少林寺）の大会を開催した。本年は大牟田不知火LCが担当した。
団体男子①大牟田高校E　②大牟田高校C　③三池高校B，三池高校H

女子①三池高校F　②大牟田高校A　③大牟田高校B，三池高校C
個人男子①石橋渉（有明新世高校）②川口元樹（有明高専）③舎川誠太（有明高専）

女子①坂田菜由（三池高校）②深浦千晶（三池工業高）③嶋原香華（三池工業高）

日中は陽が差し、
‾‾〝．‾‾〇一m′′iiO′■ヽ｛′○ヽ賀《●■■〇〇m′裏ぺ嶋′“，章■′ソ｝ヽ○○′｝葛t暮ヽ｛′り教〃教■｝○●iヽ｛｛〃○｛○〃一〇〇●“｛～叫伽′′′｛′■mノ・○′′′′○●′′′′m

いくぷん暖かい弓道日和の中、午後からは9－10人立ちの団体戦
で盛り上がった。
礼射賞　藤野小百合，副島多恵子
個人　①藤野小百合
団体　①黄紅く藤野小百合，木下呪副島多恵子，福永恵理，長野政幸，山下智子，

東野隆　　雄，小川眞紀子，坂田孝）

平成23年12月18日 ��

古川貞子先生（北九州地区　中間　教士六段，全弓連名誉会員，享年79歳） 

平成23年12月19日 

相部哲也先生（筑豊地区　福智　錬士五段　享年651歳） 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

（10月1日～12月26日に事務局に連絡のあったもの） 

9／9


