
  

     

 

 

1／10 
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� 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々方々方々方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。。。。    

 

 

� 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,,,,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    

【京都】 
定期中央審査 

5月 5日(水) 
京都市 

六段昇段 11名(内 福岡県 1名) 
古賀壽夫（福岡） 

九州地区指導者講習会 
 

5月 19、20日(土、日) 
都城弓道場  

受講生 (内、福岡県10名) 参加 
参加者 (福岡地区)田中恵美子、福永ひろ子、中嶋邦夫、宮本貞雄 

(筑後地区)長尾弘文、川地若子 
(北九州地区)那須孝美、杉原義勝 
(筑豊地区)有馬英俊、石橋孝子 

5 月 27 日の 24 年度県内統一伝達講習会に、上記九州地区指導者講習会受講者
を各地区に派遣。 

九州地区 
錬士臨時中央審査   

6 月 3日(日） 
植木市弓道場 

合格者数10名(内 福岡県 4名) 
岩熊正尚 五段（福岡）、小原知美 五段（北九州） 
小林久美 五段（北九州）、松浪 榮 五段（福岡） 

平成 24年度 
推薦昇格、昇段者 
 

6月 14日(日) 
 

七段昇段 崎田藤枝（北九州）柳泰夫(筑後) 
六段昇段 後藤武夫 (福岡) 
錬士昇格 池田紀元（北九州）田中浩一（北九州） 

副島多恵子（筑後） 
 

九州弓道連盟連合審査 
 

6月 17日(日） 
鹿児島市弓道場 

合格者数 19名(内 福岡県 3名) 
 

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 7日(土） 
博多の森弓道場 
    

①北九州市役所（14中/24射）②JP（日本郵便）（14中/24 射） 
③福岡県教職員（12中/24射） 
1団体 24射(各自四矢 2立)の的中数により順位を決めた。 
1チーム(3人編成)が全国大会(6月8日～10日東京都小金井市)に出場した。 

平成 24年度 
県国体予選会 

2月 19日、3月 4日 
4月 15日 
博多の森弓道場 

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 江口慎一（筑後）、森下啓太郎（福岡）、小笠原茂（筑後） 
       大藪巧（筑後）、靏田将司（福岡）、今井大志（北九州） 
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） 
       竹本奈名（福岡）、高橋希代美（福岡）岩崎希望（筑後） 
 

平成 24 年度 理事会・定期評議員会 
 

開催日時；5月 26 日 
開催場所；博多の森センターコート会議室 

審議事項の結果 
・平成 23 年度収支決算書及び平成 24 年度収支予算書が承認された。 
・平成 24、25 年度県連役員が承認された。 
・今年の県弓道遠的大会は、公開競技として承認された。 
・九州弓道選手権大会要項の変更 
・全日本弓道選手権大会福岡県代表出場者は男子、女子共に 3 名に決定。 
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第 62回 

西日本弓道選手権大会 
 

5 月 13 日(日) 

博多の森弓道場 

参加者 579 名 

矢渡  

射手 久恒政雄 

介添 福地しづか 
松尾恵子 

福岡県内はもとより、佐賀、山口、愛媛からも選手が参加して標記大会を

開催した。主催者の挨拶の後､矢渡しに続き競技を開始した。1次予選は 1チ

ーム 5名 4矢 1立で 11 中以上、2次予選は 1手でチーム 6中以上が決勝へ進

み各自 1射で的中上位から順位を決める。個人は 1次、2次共に皆中者が決

勝射詰競射を行なった。 

団体 ①えひめみきゃん 1号（越智雅彦、小早川千賀、北風磨理、橋本早苗、

玉井武） 

②佐賀剛弓会（豊澤篤、古川孝、副島良、那須慎一、東島直生） 

③山口国体Ｂ（広實佳佑、池田敏明、高橋奨、高橋克典、黒田素直） 

④TeamFUKUOK12A（高橋希代美、坂田直美、中島由美子、井上希望 

藤野小百合） 

⑤福岡中央 B（冨永博之、肥山喜憲、森本秀樹、山浦和徳、吉田隆） 
個人 ①橋本早苗（えひめみきゃん 1号）②坂田龍一(早良)③本田雄（福岡大

学 X）  

平成 24年 

福岡県教職員弓道大会 
 

6月 10日(日) 

九電記念体育館弓道場 

参加者 18名 

矢渡  

射手 有馬英俊 

介添 前田晃稔 

森永喜代敏 

有馬英俊会長の挨拶の後、矢渡しに続き一手五立の競技を行った。 

①鎌田修治 ②安部規子 ③椋田孝行 ④前田晃稔 ⑤細山田孝英 

⑥早川眞吾 
 

第 26回福岡県 

大学弓道選手権大会 
 

6月 10日(日) 

福岡武道館弓道場 

参加者 91名 

矢渡 

射手 久恒政雄 

四矢二立の予選後、上位 8チームのトーナメントを行なった。 

団体 

男子 ①福岡大（野崎貴将、横川和志、池田享平、白土博敏、渡邉正憲） 

②西日本工大（津野裕紀、吉田秀吉、杉山湧哉、井上怜緒奈、今井大志） 

③福岡工大（立野貢一、白石康平、佐藤暢也、岩永悠、山崎智弘） 

九州共立大（金子晃大、安部田京介、相川博貴、上間拓誠、草野柊） 

女子 ①福岡大（有川真由、阿世賀詩歩、上村紅葉） 

②西南女学院大（武谷茜音、井上鈴幸子、佐藤美樹） 

③北九州市立大（中村桃子、二岡菜緒、鶴田奈津美） 

福岡工大（亀田彩翔、土田佳奈、村山みのり） 

個人 

男子 ①松本恭平（九州大）②杉山湧哉（西日本工大）③井上怜緒奈（西日本

工大）④白水圭多（九州産業大）⑤吉岡徹（九州工業大） 

女子 ①上村紅葉（福岡大）②原美由希（中村学園大） 

③種村菜美（九州女子大）④佐藤友美（西日本工業大） 

⑤本松夏美（西南学院大） 

第 28回 
福岡県弓道 
近的選手権大会 
 

全日本弓道 
選手権大会予選会 

6月 24日（日） 
博多の森弓道場 
参加者 63名 
矢渡 
射手 久恒政雄 
介添 片山保光 
   徳重 毅 

予選にて各自４射（一手 2 回）行い、採点制により上位 10 名が決勝進出。
但し、4射 2中以上を条件とした。決勝は各自 4射(一手 2回)を行い、的中制
により順位を決定。 
全日本弓道選手権大会の福岡県代表出場者は、決勝進出者の 10 名の内から

選考委員で選手 3名、補欠 1名を選出した。 
男子 ①北重晴(筑後)②中嶋邦生(福岡)③長尾弘文(筑後)④坂田龍一(福岡)

⑤椛島雅清(筑後) 
女子 ①藤野小百合(筑後)②古屋順子(福岡)③大原壽矢子(北九州) 

④原田瑞枝(北九州)⑤田中恵美子(福岡) 
 
全日本選手権代表者 
男子 坂田龍一(福岡)、高尾芳樹(筑後)、北重晴(筑後)、 

補欠 藤木政義(筑後) 
女子 藤野小百合(筑後)、古屋順子(福岡)、田中恵美子(福岡)、 

永吉加代子(福岡) 
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筑豊地区24年度 
春季道場対抗射会 
 

4 月 8 日(日） 
飯塚市弓道場 
参加者 45 名 
矢渡 
射手 石橋孝子 
介添 佐伯照美 
  藤田豊子 

     

礼射 一手礼射（審査の要領）競技 三人立・四矢二立・立射  
団体 
①飯塚一鷲会Ｄ（花村憲次、福田良人、石橋博勝） 
②直方くらじの君Ａ（佐伯照美、藤田豊子、山本由美子） 
③飯塚一鷲会Ｃ（徳光白達、田中美紀夫、田子森隆昌） 

個人  
称号の部 ①石橋博勝（飯塚）②吉田啓子（福智）③舛田真里子（田川） 
男子の部 ①原口勝利（福智）②田子森隆昌（飯塚）③東田義文（田川） 
女子の部 ①山本由美子（直方）②井上富恵（福智）③佐伯照美（直方） 
最高的中賞 吉田啓子（福智） 
射技努力賞（四段以下）田中鉾（飯塚）藤田三枝子（飯塚） 
会長賞  田中美紀夫（飯塚） 

第 42回 
田川市長杯 
争奪近県弓道大会 
 

4月 29日(日） 
田川市弓道場 
参加者 64チーム 

198 名  
矢渡 
射手 加生末男 
介添 舛田真里子 
  佐藤友美 

 

競技 団体 1チーム 3名（男女混成可） 四矢二立 合計24射 
個人 四矢二立 合計 8射 

団体  
①的場弓友会Ａ（白石睦夫 鋤田厚行 村田章） 
②的場弓友会Ｃ（後藤広幸 香月保 木下剛夫） 
③鞍手高校Ｃ （松尾郁也 木原優太 三嶋淳史）  

個人 
総合優勝 林 理一郎（夜宮） 
一般男子 ①林理一郎（夜宮）②坂木敏雄（田川）③坂上雄一（ＡＶＧ86） 
一般女子 ①花田明子（的場）②森藤アケミ（日王）③吉田啓子（日王） 
高校男子  ①松尾郁弥（鞍手）②中山雄太（西田川）③中村駿汰（鞍手） 
高校女子  ①中井彩（東鷹）②中山夏織（鞍手）③吉開由佳（鞍手） 

県統一伝達講習会 5月 27日(日) 
福智町弓道場 
参加者 24名 
矢渡  
射手 那須孝美 
介添 花村憲次 
   西澤直美 
 

九州地区指導者講習会に参加した那須孝美教士（北九州）、石橋孝子（当地区）及
び吉田司地区長を講師として標記講習会を開催。 
講習内容 
・九州地区指導者講習会の報告 
・介添えの講評 
・一手行射と総評 
・基本体、基本の姿勢と動作、射法・射技の基本の修練 
（弓道教本に則り逐一確認する） 
・射技指導及び一手行射 
全日本弓道連盟の公益法人への移行に恥じぬ弓道人を目指して、基礎基本の修練と
切磋琢磨を誓って散会した。  

第 12回 
筑豊地区遠的大会 

6月 10日(日)  
福智町弓道場 
参加者 30名 
矢渡 中山コノヱ 

吉田司筑豊地区会長の挨拶の後、中山コノヱ副会長の矢渡を行い、四矢三立の競技
を実施した。 
男子 ①井福到（飯塚）②原口勝利（福智）③久保隆晴（直方）④石橋博勝（飯塚）
⑤花村憲次（飯塚） 
女子 ①豊田真子（直方）②石橋孝子（鞍手）③吉田治美（田川） 
④井上富恵（福智）⑤藤岡利恵子(福智) 
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第 28回 
的場池弓道場 
開設記念弓道大会 
    

4 月 15日(日) 
的場池弓道場 
参加者 216名 
 
 
 

満開の桜が散り、新緑が鮮やかに映える快晴の日、北九州市を中心に集まった弓道
愛好家によって熱戦が繰り広げられた。矢渡は日置流印西派体配で那須不二男錬士六
段によって行われた。 
団体 ①中津 B（西清文、野村訓、根井孝治）②小倉南A（今次司、中西浩二、 

松本忠）③夜宮B（岸本昇・小原 知美・阿久井房江） 
有段男子①岩井一秀（的場池）②上野勝美（若松）③河内勇樹（乃木道場）④福島忠

（夜宮）⑤白石睦雄（的場池）⑥松本忠（小倉南） 
有段女子①吉本后子（勝山）②阿久井房江（夜宮）③花畑佳子（小倉南）④内田政代

（乃木道場）⑤花田朋子（的場池）⑥花田洋子（中間） 
無段 ①吉田康広（小倉南）②真島章（的場池） 
ラッキー賞 佐藤チズカ 

北九州 
弓道近的選手権大会 
 
 

4 月 22日(日) 
夜宮弓道場 
参加者 128名 
矢渡 
射手 大原壽矢子 
介添 杉原義勝 

大庭忠臣 

朝からの大雨の中、矢渡しの後、競技の間合いによる１手1立（坐射）と 4矢 2回
（立射）の計 10 射で競う個人戦を行った。総合優勝は各部門の優勝者による射詰で
決定した。 
称号男子 ①石原重弘（桃園）②福島忠（夜宮）③大庭忠臣（勝山） 
称号女子 ①井原和子（夜宮）②阿久井房江（同） 
一般男子 ①岸本昇（夜宮）②白石睦雄（的場池）③小田湛久（若松） 

④米田主税（門司）⑤林理一郎（夜宮）⑥松浦尭信（九工大） 
⑦吉本真也（夜宮）⑧豊島嘉之（同） 

女子 ①飛彈紀子（勝山）②小原知美（夜宮）③那須悦子（小倉南） 
④川原賀代子（夜宮） 

高校男子 ①長野克久（北九州高専）②稲富孟司（明治学園）③太田冬里（小倉） 
④小林克（小倉）⑤中嶌智裕（九国大付） 

女子 ①畑田夏希（小倉西）②入口美咲（同）③前田波那（小倉） 
④荒川千夏（同）⑤垣内美那（八幡）⑥中尾真彩子（明治学園） 

総合優勝 井原和子（夜宮） 
射技優秀賞（高校生のみ）男子：中嶌智裕（九国大付）女子：入口美咲（小倉西）            

北九州地区 
指導者養成講習会 
（四・五段） 

5月 12日(土) 
夜宮弓道場 
参加者 47名 
矢渡 
射手 大原壽矢子講 
介添 桑名巧市 

新 忠雄 
（受講生） 

春もひと段落した快晴の一日、増田俊博主任講師と大原壽矢子講師による四・五段
を対象とした指導者養成講習会が行われた。最初に礼記射義・射法訓唱和を池田紀元
受講生の先導で行なった。介添の講評後、審査の要領による一手行射を順番に行った。 
続いて解説と実習をかねて受講生代表の五人で一つ的の間合による持的射礼を行

った。間合いや体配が全員の共通意識になるよう、講評や注意点が与えられた。昼食
を挟んで、全員で順番に取り懸けの間合いによる五人の持的坐射礼を行った。日ごろ
の思い込みで所作をする受講生もおり、その場で注意や指導がされた。その後、2射
場に別れて、立射による個別指導が行われて講習会を締めくくった。 
講師の先生から指導を受けて、一番見えていないものが自分自身の射技と体配であ

ることを自覚させられた受講生も多かったと思われる。今後、この経験を自分自身へ
の戒め、更に自分達の道場へ伝えることに意義がある講習会となった。 

第 50回 
北九州市民体育祭 
春季レディース・弓道
大会 

5月 13日(日) 
市立夜宮弓道場 
参加者 48人 
矢渡 原田瑞枝 
介添 花畑佳子 

橋口恵子    

段位別に 4部門に分かれて、一手坐射と立射一手4立ちの合計 10射で競った。優
勝以外の同中者は遠近法で順位が決められた。 
Ⅰ部（無段～弐段）①藤崎由美3中（遠賀）②甲斐恵 2中（水巻） 
Ⅱ部（参段～四段）①花田朋子6中（的場池）②津田幸美5中（行橋） 

③森里子 5中（的場池）④吉本祐子 5中（勝山） 
Ⅲ部（五段）①多門一美 7中（芦屋）②小野清子 5中（夜宮）③鬼木冴子 5中（桃園）

④花畑佳子 5中（小倉南） 
Ⅳ部（称号者）①阿久井房江9中（夜宮）②安田和恵 8中（勝山） 

③池田沙綺子 5中（遠賀） 
総合優勝：多門一美（芦屋） 
また、紙皿を的にした余興も行われた。賞品は母の日にふさわしい野菜や果物など

のセットが用意され、大いに盛り上がった。 
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第 19回 
小倉南弓道場 
創設記念弓道大会 
 

5月 20日(日) 
小倉南弓道場 
参加者 200名 
矢渡 
射手 山手康雄 
介添 花畑佳子 

橋口恵子 

北九州市を中心に福岡県内各地より弓道愛好家が集まって開催された。 
矢渡しの後、各自四つ矢 2回の計 8本による的中数で団体戦、個人戦を競うもの。 
男子団体 ①場場Ｇ19中（白石睦雄・鍬田厚行・木下剛夫） 

②チーム福岡Ｄ18中（大藪巧・江口慎一・森下啓太郎） 
③中津市18中（上森悟・根井孝治・中野剛） 

女子団体 ①チーム福岡Ｂ13中（中島由美子・髙橋希代美・坂田直美） 
②チーム福岡Ａ11中（大島マキエ・岩崎希望・藤野小百合） 
③桃弓会Ｂ10中（熊谷美智代・松井淑江・鬼木冴子） 

個人 
称号者 ①森下啓太郎７中（チーム福岡）②中野剛７中（中津市）③上森悟７中（同） 

④坂田直美７中（チーム福岡）⑤阿久井基７中（夜宮） 
有段男子①大藪巧７中（チーム福岡）②東田義文７中（田川弓友会） 

③奥数哉７中（小倉南）④鍬田厚行７中（的場）⑤今次司７中（小倉南） 
有段女子①岩本順子 5中（的場）②岩崎希望 5中（チーム福岡）③大西八壽子 5中（小

倉南）④髙橋希代美 5中（チーム福岡）⑤岩本佳代子5中（行橋弓道会） 
無段の部 ①重松大助４中（小倉南）②緒方進２中（同） 
 

県統一伝達講習会 
（称号者） 
 

5月 27日(日) 
夜宮弓道場 
参加者 41名 
矢渡 
射手 杉原義勝講師 
介添 中西浩幸 

細山田孝英 
（受講生） 

 
 

都城で行われた九州地区指導者講習会に参加の先生方を講師として伝達講習会が
開かれた。指導者講習会の成果を各地区に伝達するのが目的で、講師は福岡からお越
しいただいた福永ひろ子主任講師をはじめとして、講師に杉原義勝教士六段、補助講
師として増田俊博・戎政實・大原壽矢子各教士七段の先生方。 
礼記射義・射法訓唱和の先導者は安田和恵受講生。介添の講評の後、全員による一

手行射を行い、全体講評が行われた。その後に全員が射礼研修として3人の一つ的射
礼を行った。昼食後に 4人の一つ的射礼、班別射技指導が行なわれ、先生方から個別
に色々な指摘をいただいた。 
基本に立ち返るには、教本を忠実に守ることが大切ということを実感させられた。

最後に一手行射による検定試験が行われ、全員が合格の域に達した、とのお言葉をい
ただき、締め括った 
 
 

 

 


