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 第 73 号福弓連   広  報   福岡県弓道連盟広報委員会発行 

平成 24年 4月吉日 

 

 審査,講習会関連                                                                

各審査において下記の方々が昇格昇段されました。おめでとうございます。  

射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

【福岡】 
女子特別臨時中央審査 

2月 27日(月) 
博多の森弓道場 

四段合格者 2名の内、福岡県 2名  
五段合格者 4名の内、福岡県 3名 
六段合格者 1名、七段該当者無し、錬士 4名、の内、福岡県該当者無し 

九州連盟連合会審査 
(五段対象) 

3月 18日(日) 
博多の森弓道場 

合格者 30名の内、福岡県 14名 
 

【都城】  
特別臨時中央審査 

3月 26日(月） 
都城体育館 

錬士合格者 4名の内、福岡県該当者無し 
六段合格者 6名の内、福岡県 2名 
貞国輝明（勝山）、内木場裕見子（小倉南） 
七段該当者無し 

 

 射会,大会関連 

射会,大会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

(県)称号者新年交礼射会 
 
 
 
 

1月 9日(日) 
博多の森弓道場 
参加者 15７名 
矢渡 久恒政雄 
介添 古屋順子 

田中恵美子 

昨年昇段昇格された八段2名、七段1名、

六段 6名、教士 4名、錬士 8名の先生方の

披露を兼ねて、射会を開催した。昨年の物

故会員に対しご冥福を祈り黙祷をささげ

た後、昇段昇格者の紹介をし、久恒政雄県

連会長から祝辞と、記念品が贈られた。朝

隈敏子範士の演武に続き、昇段昇格者の射

が披露された。直会の後一般会員が祝射を

行い、今年一年の健康と弓道連盟の発展を

祈念し散会した。 

 

県内審査員研修会 1月 29日(日) 
博多の森弓道場 
参加者 126名 
矢渡 坂口高精 
介添 石橋孝子 

吉田啓子 

県内四地区の審査員の資質と技術の向上を図り、公正な審査を行なうために、

審査委員候補者の研修会が開催された。久恒政雄県連会長の講義の後、意見交換

を行い、全員審査の要領による一手行射を行った。 
 

初心者弓道教室指導者 
研修会・新人弓道大会 

2月 12日(日) 
博多の森弓道場 
参加者 135名 
矢渡 久恒政雄 
介添 徳重 毅 

坂田龍一 

 

昨年の弓道教室から弓道を始めた県内の 10代から 60代の新人弓道愛好者の射会

と弓道教室指導者の研修会が行なわれた。研修会では大牟田弓道場の藤木政義教士

が実施した中学生の弓道指導などについて話された。     

 成績は次の通り 

▽ 男子①権藤雅大（遠賀）②徳和泰雄（福智）③浦上貴文（福津）④矢頭佳（太

宰府）⑤安田健一郎（福岡中央）⑥矢田部亮孝（福津）⑦辻聡志（勝山）、井

手正明（甘木）、吉村敏昭（福岡南）、原田宣宏（福岡南）、中島康弘（大牟

田）、近藤雅晴（小郡） 

▽ 女子①新屋紀代美（久留米）②松嶋佳奈子（太宰府）③野中陽子（博多）④杜

下淑恵（福岡中央）⑤池田純子（博多）⑥森田晃子（久留米）⑦古谷優衣（春

日）、吉良沙織（甘木）、向高茜（大牟田）、沖野和美（博多）、冬至尚美（福

津）、川原ツタエ（福岡南）⑬今泉紀子（粕屋）、岡田純子（筑紫野）⑮江藤

志緒里（久留米）、権藤鈴那（宗像）、古川睦（古賀）、神吉友子（甘木）、

郡山知子（城南）、猿渡由佳（大牟田）、田島里江（大牟田）、河津真弓（福

岡中央）、北島知子（福岡中央）、林華織（早良）、宮崎都（小郡）、藤崎由

美（遠賀）、大楠英子（春日）、内山明美（春日）、斉藤博美（宗像）、林澄

子（福岡南）、中野真寿美（行橋）、舛友晃子（勝山）、伊東典子（福岡南）、

塚本典子（久留米）        

射会,大会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 31回 
国体九州ブロック 
弓道競技大会 

8月 20(金) 
～22日(日) 

鹿屋市 

成人男子 4位,成人女子 5位 
成人男子チームは,千葉県匝瑳市にて行われる第 65回国民体育大会弓道競技に出場す
る。 

第 25回 
福岡県四地区 
対抗研射会 

8月 29日(日) 
福智町立弓道場 
矢渡 
射手 吉田 司 
介添 石橋 孝子 

吉田 治美 
        

県内四地区の代表選手が採点制による矢渡,持的坐射礼,一つ的坐射礼,三種目の対
抗射会を行なった。 
団体  ①筑豊地区 ②福岡地区 ③北九州地区 ④筑後地区 

   ①筑後地区(射手宮永向一,介添新谷将史,畠中光幸) 
②筑豊地区  ③福岡地区  ④北九州地区 

矢渡    ①筑後地区(射手 宮永向一,介添 新谷将史,畠中光幸) 
②筑豊地区  ③福岡地区  ④北九州地区 

持的坐射礼 
①筑豊地区(西澤直美,吉田啓子,永江ミサ子,石橋博勝,徳光白達) 
②福岡地区  ③北九州地区  ④筑後地区 

一つ的坐射礼 ①筑豊地区(中川謙治,舛田真理子,中山コノエ) 
②北九州地区  ③福岡地区  ④筑後地区 

第 16回 
県弓道遠的選手権大
会 

9月 12日(日) 
博多の森弓道場 
矢渡 
射手 吉田 司 
 

男子の部 
①坂上雄一 ②森下啓太郎 ③宮本貞雄 ④江藤 誠 ⑤石原重弘 
女子の部 
①永吉加代子 ②飛彈紀子 ③高橋洋子 ④藤野小百合 ⑤中川久美子 

男女,一位,二位は,福岡県代表として第 61回全日本弓道遠的大会に出場する。 

第 53回 
県民体育大会 
弓道競技 

9月 19日(日) 
八女市弓道場 

団体,一般男子の部 
①小郡(24中)②筑後市(22中)③八女市(22中)④遠賀郡(22中)⑤大牟田市(22中)⑥北

九州市(22中)⑦飯塚市(21中)⑧筑紫野市(21中) 
団体,一般女子の部 
①中間市(14中)②福岡市(11中)③古賀市(11中)④行橋市(10中)⑤糟屋郡(10中)⑥宗

像市(10中)⑦北九州市(10中)⑧遠賀郡(9中) 
団体,青年の部 
①直方市(17中)②八女市(14中)③筑紫野市(12中)④嘉麻市(11中)⑤筑後市(11中)⑥

福岡市(10中)⑦久留米市(10中)⑧大川市(10中) 

第 59回 
福岡県 
五群対抗射会 

9月 23日(木) 
博多の森弓道場 
参加者名 115名 
矢渡  
射手 吉弘 正敏 
介添 徳重  毅 

三苫 秋実 

各群の代表射礼 戎政實(北九州群),早瀬浩(福岡群),水田英敏(筑後群),中山コノエ
(筑豊群),河野禎史(警察群) 

 
各群 20名の一手 5回,計 200射の総的中制により競った。 
①福岡地区群(121中)②筑後地区群(114中)③筑豊地区群(105中) 
④北九州地区群(100中)⑤警察群(72中) 
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  射会,大会関連 

射会,大会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 49回 
西日本女子弓道大会 

2月 26日(日) 
博多の森弓道場 
参加者 436名 
矢渡 朝隈敏子 
介添 新留啓子 

木原律子 

 九州沖縄をはじめ、岡山、広島、山口、愛媛の各県から女子弓道愛好者が集い、

標記大会が開催された。久恒政雄福岡県弓道連盟会長の挨拶の後、朝隈敏子福岡県

弓道連盟副会長の矢渡、古屋順子、小林裕子、福永ひろ子、田中恵美子、永吉加代

子教士と、内山浩子、田中智子、俣島里見、橋口聡子、田中綾子錬士による代表射

礼が行われ、その後、一手 3立の競技が行われた。 

成績は次の通り 

▽ 称号①池袋ゆみ子（鹿児島県）②橋本さだ子（宮崎県）③井原和子（夜宮）

④長野祐子（熊本県）⑤山本圭子（大分県）⑥春川潤子（長崎県）⑦今村優

理子（岡山県）⑧吉田啓子（福智）⑨養父壽子（筑紫野）⑩橋口聡子（鹿児

島県）、村田克江（福岡東）、田村敦子（山口県）、渡邊伊佐子（鹿児島県）、

大久保吉江（鹿児島県）⑮平仲由美子（山口県）、福永ひろ子（至道館）、

中山コノエ（山田）、永吉加代子（須恵）、大山高子（宮崎県） 

▽ 参段以上①新垣真理（沖縄県）②高橋希代美（武道館）③山下ヒデ子（古賀）

④水元タツ子（古賀）、作井沙恵子（博多）、花田朋子（的場池）、児玉フ

ミ（山口県）、川原はつ子（熊本県）、大島マキエ（福岡東）、森山信代（至

道館）、白壁佐知子（長崎県）、松浦英子（宮崎県）、田中和江（筑紫野）、

天嵜ひろ美（広島県）、浜田綾子（古賀）⑯松岡咲野（熊本県）、前越里恵

子（城南）、佐藤まさ江、鈴木裕子（沖縄県）、福永のり子（宮崎県）、柴

田久美子（城南）、鶴田千代子（大牟田）、奥井亜耶（山口県）、高田裕子

（福岡南）、末永智弥（山口県）、造士由美子（大分県） 

▽ 初弐段①植田彫愛（九国大付高）②川下えりか（長崎県）③砂濱真美（筑後

市）④藤本有紀（九州大）⑤菊池フミ子（須恵）⑥友原千晶（修猷館高）⑦

木藤友紀野（北九州大）⑧讃井志織（北筑高）、徳奏海（福岡高）、中西菫

（宗像高）、竹本真知子（春日高）、黒木結菜（糸島農高）、井上優里（宗

像高）、佐々木瞳（春日高）、武藤和保（宗像高）、西端愛（北筑高）、園

田光（島原商高）、入江なぎさ（島原商高）、野口美幸（至道館）、椎木圭

弥（太宰府）、山元きよ子（大分県）、岡村純子（福岡南）、橋本千明（明

治学園高）、船津みやこ（飯塚）、松浦幸子（大野城）、宮崎美恵子（福岡

東）、入江百代（宇美）、塚本真央（島原商高） 

県内指導力向上講習会 
 

3月 20日(祝) 
博多の森弓道場 
参加者 50名 
矢渡 江郷国紘 
介添 舛田真理子 

阿久井房江、 

 県内指導力向上講習会は、福岡地区弓道連盟会長であった梅崎保先生が称号者の

資質と技術の向上を図るために、村上久範士にご指導いただいたのが始まりで、梅

崎先生没後森永良雄範士にご指導をお願いし継続していた講習会である。 

4年前からは、鈴木住尚範士、今年は江郷国紘範士をお迎えし、地元の森永良雄

範士、朝隈敏子範久恒政雄範士を講師に標記講習会を開催した。介添の講評全員の

一手行射、午後は鈴木住尚範士の講話に続き、班別の射技指導、射礼研修が行なわ

れた。     
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 筑豊地区便り 

射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

香陵館射初め会 1月 3日(月) 
香陵館弓道場 
参加者 20名 
巻藁礼射 前田晃稔 

筑豊地区の医学と弓道の発展に生涯を捧げられた故熊澤満範士の香陵館弓道場竣

工 33周年を祝し、千手由則会長が巻藁射礼を行い、厳粛かつ和気藹藹の射初め会を

開催した。 

▽ 男子①小俣近宏（香春）②二田水保弘（田川）③相浦直司（田川） 

▽ 女子①宗近美代子（添田 ）②佐々木育代（田川）③岩村昌美（田川） 

▽ 香陵館杯 中川謙治（田川） 

 

 

第 22回 
筑豊地区女子講習会 

1月 22日(日) 
田川市弓道場 
参加者 34名 
矢渡 吉田 司 
介添  岩村昌美 
  佐藤友美 

吉田司地区長を主任講師に中山コノヱ教士、舛田真里子教士、石橋孝子教士を講

師にした標記講習会を  実施した。射礼研修を行なった。 

・一手行射（審査の要領，坐射）及び講評 

・ 襷さばき演武（持ち的、一つ的）体配・介添の心得と実習、失の心得と実習。午

後は班別指導の後、総まとめと講評があり、終日熱のこもった指導がなされ，全員

真剣に受講した 
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 北九州地区  

射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

北九州地区称号者 

新年交礼射会 
 

1月 15日(日) 

夜宮弓道場 

参加者 39名 
矢渡 樋口達雄 
射手 原田瑞枝 

阿久井房江 

北九州弓道連盟会長樋口達雄教士の年頭の挨拶に続き、昨年錬士に昇格した 3 名

（窪田幸一郎、河野武富、石原重弘）に記念品が贈られ、河野錬士が代表謝辞を述べ

た。参加者による祝射と答礼射として、昇格者による一つ的坐射礼が行われた。その

後、全員で射詰め競射を行い、優勝者を決めた。 

▽ 礼射賞＝仰木洋子（中間）、戎政實（的場）、吉竹康年（若松）、奥保幸（行

橋） 

▽ 優勝者＝樋口達雄（桃園） 

第 19回北九州地区 

女子弓道大会  
 

1月 22日(日) 

夜宮弓道場 

参加者 68名 
矢渡 仰木洋子 
介添 福崎福江 

吉村明美  

時折、烈しく雨の降る中、全員和服姿で、華やかに射初めを行なった。競技は、一

手礼射の後、四つ矢 1回の 6射で競われた。昼食後は、余興として花的や金的、銀的

が射られ、歓声が上がった。 

 成績は次の通り 
▽ 称号①川畑美枝子（的場）②福崎福江（勝山）③吉村明美（小倉南）④阿久井房

江（夜宮） 
▽ ▽有段①花田朋子（的場）②吉本祐子（勝山）③濱田千代美（門司）④五嶋秀子

（的場）⑤手嶋裕美子（門司）⑥田代さなえ（桃園）⑦久保田尚子（小倉南）⑧
岡村恵美（的場）⑨小野清子（夜宮）⑩岩本順子（的場）⑪小原知美（夜宮）⑫
松井淑枝（桃園）⑬髙村康子（同）⑭森知美（若松）⑮城田ゆりえ（夜宮）▽無
段①中嶋信子（行橋）②藤崎由美（遠賀）③川上ひとみ（門司） 

▽ ☆礼射賞＝田代さなえ（桃園）・花田朋子（的場）・五嶋秀子（同） 

建国記念弓道大会 2月 11日(祝) 

夜宮弓道場 

参加者 122名 
矢渡 樋口達雄 
介添 河野武富 

桑名巧市 

年齢別に男子は３部門、女子は２部門に分かれて、一手５立の合計 10射で競った。

優勝決定以外は、同中者は年齢の高い順で順位が決められた。 

 成績は次の通り。 

▽ 男子Ａ①椋田孝行（豊前）②村田章（的場池）③政本玉起（三菱化学）④林理一

郎（夜宮）⑤簔原伸二（同）⑥林晃市郎（同） 

▽ 男子Ｂ①木下剛夫（的場池）②山本武志（同）③福島忠（夜宮）④村下留次郎（勝

山）⑤松本浩一（桃園）⑥小田湛久（若松） 

▽ 男子Ｃ①有延元宏（小倉南）②樋口達雄（桃園）③白石睦雄（的場池）④池田節

雄（同）⑤塚本昇吾（同）⑥松尾照元（桃園） 

▽ 女子Ａ①熊谷美智代（桃園）②益田由里（水巻）③湯浅千恵（小倉南）④緒方明

美（的場池）⑤城田ゆりえ（夜宮） 

▽ 女子Ｂ①阿久井房江（夜宮）②中村サカエ（桃園）③井原和子（夜宮）④井手憲

子（同）    

若松弓道場 

第７回創立記念大会 
 

3月 18日(日) 

若松弓道場 

参加者 155名 
矢渡 吉竹康年 
介添 片山順子 

森  知美 

四ツ矢二回（団体の合計 24 射）の競技を開始した。順位決定の後に、余興として

花的や扇的の射抜きも行われた。 

成績は次の通り。 

▽ 団体①小倉南弓徳会Ｂ（有延元宏、髙橋文夫、庄山幸光）②桃弓会Ａ（石原、樋

口、近野）③水巻Ａ（瓜生、小林、中川）④夜宮Ａ（福島、阿久井房、阿久井基）

⑤求道勝山会Ｂ（村下、實崎、貞国） 

▽ 称号者①杉原義勝（勝山）②福島忠（夜宮）③梅田哲弘（宗像）④阿久井基（夜

宮）⑤早瀬浩(宗像) 

▽ 一般男子①庄山幸光（小倉南）②白石睦雄（的場）③近野久幸（桃園）④村下留

次郎（勝山）⑤原口幸也（三菱化学）⑥瓜生義智（水巻） 

▽ 一般女子①田中彩子（古賀）②城田ゆりえ（夜宮）③石田昌子（岡垣）④藤井智

子（夜宮）⑤浜田綾子（古賀）▽無段の部①大丸美智子（行橋）②大丸郁花（同）

③石田恭子（古賀） 

▽ ラッキー賞＝中山貴弘（三菱化学）    
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 福岡地区  

射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

福岡地区初射会兼市長杯 
兼昇段、昇格者披露 

1月 15日(月) 
博多の森弓道場 
参加者 328名 
矢渡 吉弘正敏 
介添 荒木正勝 

徳永佐智子 

 昨年昇段昇格された教士 2 名、錬士 3 名、八段 2 名、七段 1 名、六段 5 名、五段

17名の方の披露を兼ねて標記射会を開催した。昇段昇格者の披露射、久恒政雄範士、

朝隈敏子範士の演武が行なわれた。直会をはさんで一般会員の祝射が行なわれ、一手

皆中者による射詰競射を行なった。 

▽ 福岡市長杯 大島マキエ（東） 

▽ 称号①酒井加世子（福津）②湯沢富貴（城南）③田中恵美子（大野城）④宮本貞

雄（博多）、森下啓太郎（中央）、柴田実夫（南）、坂田龍一（早良）、下村忠

司（粕屋） 

▽ 五段①古賀義隆（城南）②深見恭行（早良）③加藤政克（西）④伊藤久生（須恵）

⑤横山国治（博多） 

▽ 四段①今長谷純子（武道館）②熊谷圭三（春日）③田中律子（西）④奥田尚子（宗

像）⑤山田一一（城南）、川井和彦（至道館）、高橋希代美（武道館）、下川邊

正生（博多）、柴田道子（東）、井上慎也（太宰府）、筒井博幸（西）、春田奈

津美（春日）、木下英子（太宰府） 

▽ 弐、参段①松島博徳（南）②那須勇治（宗像）③丸山芙美子（宇美）④征矢大助

（武道館）⑤小埜洋美（那珂川） 

▽ 初段以下①浦上貴文（福津）②梅村信雄（宇美）③谷詔太郎（宗像）④近藤敏行

（那珂川）、渡邊尚子（春日）、門田伸之（城南）、早田豊（那珂川）、正林千

穂子（春日）、大楠英子（春日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市議会議長杯 

近的弓道大会 

 

2月 11日(祝) 

博多の森弓道場 

参加者 284名 
矢渡 吉弘正敏 
介添 古賀明子 

長田知子 

成績は次の通り 

▽ 市議会議長杯 冨永博之（中央） 

▽ 称号①早瀬浩（宗像）②坂田龍一（早良）③朝隈敏子（武道館）④杣木守（太宰

府）、古賀晃子（城南）、武田文明（東）、佐藤洋子（武道館）、熊谷始（那珂

川）、中嶋邦生（宇美）、永吉加代子（須恵） 

▽ 五段①毛利幸男（太宰府）②土井一正（太宰府）③大島マキエ（東）④前川喜代

子（南）⑤宮内和子（春日）⑥梅林洋子（城南）⑦和田拓之（中央）⑧森恵美子

（粕屋）、田村久美子（至道館）、浜田綾子（古賀）、山田幹裕（古賀）、松山

忠夫（東）、深見恭行（早良）、横山国治（東）、酒見京子（東）、森山信代（至

道館）、八尋愃友（東） 

▽ 四段①井上慎也（太宰府）②高橋希代美（武道館）③作井沙恵子（東）④熊谷圭

三（春日）⑤木下英子（太宰府）、本山明人（百道）、梅林正伸（城南）、筒井

博幸（西）、藤田良子（南）、有吉産（須恵）、大野昭男（古賀）⑫岡村良彰（南）、

常岡哲弥（古賀）、前越里恵子（城南）、梅崎真弓（須恵）、永谷道昭（古賀）、

北野宏行（南）、青木俊一（西）、桂喜代美（春日） 

▽ 弐、参段①松浦幸子（大野城）②高野浩充（古賀）③勝野耕太郎（春日）④松浦

典子（南）⑤瀧本博文（南）⑥小埜洋美（那珂川）⑦石橋紀雄（宗像）⑧仲原大

樹（糸島）⑨藤原照美（至道館）⑩山下祐二（宇美）⑪関和子（南）⑫小西毅（至

道館）、飼手義彦（武道館）、黒田真野（大野城）、溝井菜子（早良）、徳重幸

子（中央）、梶原一幸（武道館）、森永恵子（東）、馬場誠（東）、川鍋寅政（東）、

立松知紘（那珂川）、門司尚和（早良）、田中彩子（古賀）、松島博徳（南）、

空嵩（那珂川）、斉藤正義（東）、中村聖一（春日） 

▽ 初段以下①大嶽正美（至道館）②下川ミエ（中央）③林華織（早良）④三好慶輔

（早良）⑤崎村元気（早良）⑥吉松隆（須恵）⑦王寺廣美（城南） 
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 筑後地区 

射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

筑後地区 
新年交礼射会 

1月 15日(日) 

久留米市弓道場 

参加者 45名 
矢渡 水田英敏 
介添 長尾弘文 

藤木政義 

昇段・昇格者による披露射があり、その後称号受有者参加者の祝射が行われた。午

後からは、花的と一手 3立の競射が行われた。 

▽ 総合優勝 古賀聖二 

▽ 教士①藤木政義②水田英敏③高尾芳樹④北重晴⑤池田裕一郎 

▽ 錬士①古賀聖二②永石富重③園木和子④畠中光幸⑤播广屋茂⑥荒木千鶴子⑦江

口慎一⑧松延佳太 

第 92回北筑後 
弓寿会初射会 

1月 25日(水) 

久留米市弓道場 

北筑後弓寿会 

成績は次の通り 

▽ 総合優勝 原奈緒美 

▽ 団体優勝松組（福原廣、野田泰男、木下明、田中守、平繁子、坂田孝、藤田美子、

原奈緒美） 

筑後地区 
参・四・五段講習会 

2月 5日(日) 

久留米市弓道場 

参加者 46名 

矢渡 坂口高精 

介添 福永文子 

笹原小巻 

 坂口高精筑後地区長と高尾芳樹、近藤良介、藤木政義教士を講師に参,四,五段 46

名の受講生が熱心に受講した。 一手行射を行い行射の講評、公認スポーツ指導員に

ついて講義があり、午後は班別指導、射礼の研修を行なった。 

第 46回春季 
筑後市民弓道大会 

2月 11日(土) 

筑後市弓道場 

参加者 55名 

矢渡 播广屋茂 

介添 天ケ瀬紀昭 

黒岩るみ子 

 成績は次の通り 

▽ 総合優勝 乗富政裕子（八女工業） 

▽ 一般男子①山口一則（筑後市）②天ケ瀬紀昭（筑後市）③平九州男（筑後 

▽ 一般女子①砂濱眞実（山口県）②黒岩るみ子（筑後市）③三角富美子（筑後市） 

▽ 高校男子①松藤陽哉（八女工業）②砥上英明（八女工業）③近藤裕作（八女工業） 

▽ 高校女子①松延真弓（八女高校）②馬場育美（八女高校）③久間愛里（八女高校） 

 
 
 


