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 第 75 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 

平成24年 10月吉日 

� 平成２４年度推薦 七段昇段 

 この度は思いがけなく七段を拝受いたしました。昭和十二年に弓道を始め顧問の先生から、武道として心と技を厳

しく教えられました。初代会長藤丸先生より、弓道振興の為道場の果たす役割は、弓道の理念や術技も鍛え、望まし

い人間錬成にある、との信念を受け継ぎました。家族の介護の時期も乗り越え弓道を続けてこられましたのも、先輩

弓友のご助力のお陰でありました。 

これからも「報恩感謝」の心をもって、健康で「射即人生」を続けていきたいと思っています。 

    崎田藤枝（北九州地区） 

 

� 仙台（代替地山形市） 定期中央審査 教士昇格 

 「ワクワクさくらんぼ審査旅行」と名付けて行った山形という遠く見知らぬ土地で、リラックスして引けた事が、

うれしい結果に繋がったと感じます。「弓って力で引くものではないって事が、見ていてよくわかりました。」と、

見ていた人から、私にとって最高のほめ言葉をかけられ、とても感激しました。 

これからは、とても難しい課題ですが「心で引くのが見えました。」といわれるよう、修練します。今後共、よろ

しくお願い致します。  

松尾恵子（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 下記下記下記下記 方々方々方々方々 昇格昇段昇格昇段昇格昇段昇格昇段 。。。。 。。。。    

 

 

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    

【仙台】定期中央審査 
（代替地山形開催） 

7月 6～7日(土、日) 
山形市総合体育館 

七段 3名合格（内、福岡県無し）六段 9名合格（内、福岡県無し） 
教士 9名（内、福岡県 1名合格 松尾恵子（福岡地区）） 

平成２４年度【九州】 
指導者育成者講習会 

 

7月 14～15日（土、日） 
博多の森弓道場 
参加者 48名 
矢渡 
射手 宮田 融 
介添 （受講生） 
納射 
射手 澤田欽一 
介添 （受講生） 
 

1 日目（久恒政雄主管地連会長の先導で拝礼と挨拶、講師紹介、宮田融主任
講師の挨拶、日程説明） 
礼記射義、射法訓唱和、先導受講生の後、矢渡が行われた。 
介添え講評、受講生全員の一手行射、午後より指導者の役割と責務について、 
弓道教本第１巻の理解について宮田主任講師の説明の後基本対の実習、射技研
修が行われて 1日目を終了した。 
2 日目 礼記射義、射法訓唱和、先導受講生。五段受講生による持的射礼、

射礼実習と介添実習、射技研修が行われた。午後より審査の要領で検定試験が
あり、全員合格。修了証授与の後主任講師挨拶、主管地連会長の挨拶と拝礼が
行われて講習会を終了した。 
主任講師 宮田 融範士、講師 澤田欽一範士 
主管 久恒政雄会長、朝隈敏子副会長 

福岡県学校指導者 
講習会・審査会 

8月 8～9日（水、木） 
博多の森弓道場 
参加者 8名 
 

（講習内容）弓道とはどういうものかを知って自分の稽古、学校教育のあり方
と武道の特性を生かした指導について。 
（実技内容）射法八節の演習、基本の姿勢、動作、射法射義の演習、射技指導
が行われた。 
（検定試験・特別審査） 
一手行射の検定試験は審査の要領で行われ、午後より特別審査が実施された。 
主任講師 久恒政雄範士 

講師 朝隈敏子範士、 坂口高精、吉弘正敏、塩川安之、田中恵美子 

[沖縄]臨時全九州弓道
連盟連合審査 

8月 20日(月) 
沖縄那覇市 

受審者四段 11名  五段 31名 
合格者 四段 8名（内、福岡県 1名合格）五段 12名（内、福岡県 1名合格） 

【福岡】定期中央審査 

9月 1～2日（土、日） 
博多の森弓道場 
（教士、六段） 
福岡県武道館弓道場 
（七段、八段） 

六段合格者 7名（内、福岡県3名） 
椛島雅清（筑後地区）、猪口正博（筑後地区）、梅田明宏（福岡地区） 
七段合格者 1名（内、福岡県なし） 
八段 第一次審査通過者 1名（内、福岡県なし）候補者なし 
教士合格者 7名（内、福岡県3名） 

中尾方春（筑後地区）園木和子（筑後地区）古賀健治（福岡地区） 

九州弓道連盟連合審査 
9月 9日（日） 
佐賀県総合体育館弓道場  

受審者 209名（内、福岡県 139名） 
合格者 21名（内、福岡県13名合格） 
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� 福岡定期中央審査 教士昇格 

 

今度の審査にあたって、私は高齢者となり体が丸くなってきましたので一番に三重十文字、基本姿勢、基本動作に

重点を置き挑戦しました思いがけなく合格してビックリしております。森永先生に師事を受け一番に報告をと思い連

絡とりましたができず、三日後にやっと取れ入院してあることが分かり息子様より報告して貰いました。十日後退院

されましたので早速行きましたら、良かった良かったお目出当うと涙流して喜んでくださいました。私は重ねて先生

のお陰です認許証が貰えたら一番に持って来ますと云って別れました。 

 今後は教士らしく皆様方に評価して貰える様修練して行きたいと思います。      

   園木和子（筑後地区） 

 

弓道修練にあたって、故齋田徳明先生よりの並々ならぬ御指導は固より、諸先生方の助言を得ました。又、弓道教

室の受講生や高校弓道部員の指導にあたって、基本を大事にするように練習をしてもらった事を自分に言い聞かせ、

基本を大切に大事に練習したことが教士審査の合格に繋がったと思います。 

私の周りの皆様方に感謝しています。これからも精進して弓道に社会に微力ながら貢献できたらと思っています。         

中尾 方春（筑後地区）                   

 

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     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県体協福岡県体協福岡県体協福岡県体協 生涯生涯生涯生涯 ーーーー 功労賞受賞功労賞受賞功労賞受賞功労賞受賞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 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    

第４０回 
福岡県中学生 
弓道大会 

7月 16日(祝) 
久留米市弓道場 
参加者 102名 
男子 39名 
女子 62名 
矢渡 

射手 坂口 髙精 

介添 小池 國昭 

   播广屋 茂 
 

男子団体①三潴中男子（手島康博、田島直樹、川野雄貴）、②三輪中男子Ａ（馬渡元希、本
田尚之、藤戸陽己）、③大川中男子Ａ（立石祥吾、遠藤裕登、田島弘之）、④大川南中男
子Ａ（江崎 亘、古賀凌、古賀元薫 ）、⑤大川中男子Ｂ（平野陽大、石橋龍人、山浦晃
貴） 

女子団体①三潴中女子・善（永田明里、上津原遼、手島萌華）、②三輪中女子Ａ（本村綾香、
竹中麻帆、塩塚玲菜）、③三輪中女子Ｃ（野村芽生、佐藤優、原野綾子）、④大川南中女
子Ｂ（江頭七千華、古賀遙菜、竹下千尋）、⑤大川中女子Ａ（遠藤舞佳、内田千尋、田島
瑞希） 

個人男子①藤戸陽己（三輪）②川野雄貴（三潴）③立石祥吾（大川）④戸川一路（柳川）⑤

江崎亘（大川南）⑥田島弘之（大川）⑦梅崎理貴（大川）⑧山浦晃貴（大川）⑨古賀凌（大

川南）⑩安武宏起（大宰府） 

個人女子①永田明里（三潴）②上津原遙（三潴）③本村綾香（三輪）④原口すずか⑤塩塚玲

菜（三輪）⑥石橋泉希（大川）⑦田島瑞希（大川）⑧佐藤優（三輪）⑨古賀美紀（大川南）

⑩寺島萌華（三潴）⑪江頭七千華（大川南）⑫柿原沙耶（三潴）⑬堀内真衣（三輪）⑭岩

田京子（三輪）⑮龍みずな（大川南） 

奥保幸錬士（行橋弓道会）  

 去る3月10日福岡県体育協会の生涯スポーツ功労賞を受賞し、6月23日に行橋市内の京都ホテルで行橋弓道会主催の

祝賀会が盛大に行われました。この表彰は、県民のスポーツの普及・発展に貢献した個人や関係団体に対し、永年の

功績を称えて表彰するもので、長年にわたって弓道の発展、普及に尽力された奥保幸先生が表彰を受けられたもので

す。 

 この祝賀会には市長をはじめ１００名が参加しました。北九州弓道連盟からは、副会長大原壽矢子先生が代表で参

加し、祝福の披露も行なわれた。 



  

     

 

 

3／8 

 第 75 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 

平成24年 10月吉日 

� 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    

第２６回福岡県 

弓道遠的大会 
 

7 月 22 日（日） 

博多の森弓道場 

参加者 248 名 

 
 

久恒政雄福岡県弓道連盟会長の矢渡の後、3名チームで一手と四矢各 1回計 6射で競技を

行った。 

団体 

少年男子の部 ①国体少年 A（横尾圭一郎、川東雄太、百武佑樹）②福大大濠 A（桑野萌太、

小野原拓、吉岡正貴）③国体少年 B（平田佑、中村静瑳、金丸舞妃） 

少年女子の部 ①伝習館高 C（毛利海、田中悠、末永理湖）②ありあけ新世高（柿原美希、

西原希、中山汐莉）③伝習館高 D（太田志穂、野田香蓮、仲原瑞貴） 

成年男子の部 ①チーム福岡 A（大藪巧、小笠原茂、森下啓太郎）②福岡西 A（青木俊一、

筒井博幸、倉田俊一）③福岡早良（末安伸一、伊佐エツ子、坂田龍一） 

成年女子の部 ①チーム福岡 C（高橋希代美、岩崎希望、坂田直美）②チーム福岡 D（大島

マキエ、中島由美子、竹本奈名）③福岡中央花（楠下洋未、河原華枝、坂本奈美穂） 

個人 

少年男子の部 ①桑野萌太（福大大濠）②横尾圭一郎（国体少年 A）③百武佑樹（国体少年

A）④岡谷拓也（福大大濠）⑤小野原拓（福大大濠）⑥松尾涼平（古賀竟成館） 

少年女子の部 ①金丸舞妃（国体少年 B）②毛利海（伝習館高）③中村静瑳（国体少年 B）

④柿原美希（ありあけ新世高） 

成年男子の部 ①森下啓太郎（チーム福岡 A）②大藪巧（チーム福岡 A）③坂上雄一（獅子

奮迅会）④松山忠夫（東弓会 D）⑤倉田俊一（福岡西 A）⑥筒井博幸（福岡西 A）⑦坂田

龍一（福岡早良）⑧佐藤裕計（百道）⑨水落巧（須恵）⑩中村聖一（春日）⑪井福到（筑

豊）、福島忠（夜宮弓道会）⑬和田俊樹（宗像親弓会）、下川繁治（大野城ビック）⑮松

尾修（太宰府）⑯塩川安之（宗像親弓会）、香取敏夫（博多山王会）⑱山田幹裕（古賀）

⑲石場洋司（太宰府）⑳永島学（東弓会）、岡村良彰（福岡南）、森本秀樹（福岡中央）

㉓相澤慶太（新日鉄）㉔平田即（太宰府）、鶴田将司（チーム福岡） 

成年女子の部 ①伊佐エツ子（福岡早良）②永吉加代子（須恵）③坂田直美（チーム福岡 C）

④縄田千春（宗像親弓会）⑤阿久井房江（夜宮弓道会）⑥岩崎希望（チーム福岡 C）⑦飛

弾紀子（新日鉄）⑧山下智子（久留米はたち会）⑨岡村純子（福岡南）⑩湯川周子（甘木

メジロ）⑪森永恵子（東弓会）⑫竹本奈名（チーム福岡 D）、石橋孝子（筑豊）⑭宮崎恵

（百道）⑮岩永洋子（かめのこ）⑯福永ひろ子（九電至道館） 

国体第３２回 
九州ブロック 
弓道競技大会 

8月 18～19日 
（土、日） 

成人男子４位・成人女子７位・少年男子４位・少年女子７位 
成人男子は代表県として第 6７回国民体育大会・弓道競技（10月 6日～9日恵那市）出場権を
得た。 

第２７回福岡県 
四地区対抗 
研射会 

8 月 26 日(日) 

福智町立弓道場 

参加者 64 名 
 

県内四地区の代表選手が採点制による持的坐射礼、一つ的坐射礼、二種目の対抗射会を行
なった。 
総合 ①筑豊地区、②福岡地区、③筑後地区、④北九州地区 
持的坐射礼（五段）①福岡地区（毛利幸夫、古賀義隆、大西恭子、伊佐エツ子、久保政則）、
②筑豊地区、③北九州地区、④筑後地区  

持的坐射礼（錬士五段）①筑後地区（椛島雅清、播广屋茂、畠中光幸、新谷将史、堤直行）、
②北九州地区、③筑豊地区、④福岡地区 

一つ的坐射礼（錬士六段）①筑豊地区（熊澤威、石橋博勝、吉田啓子）②筑後地区、③北九
州地区、④福岡地区 

一つ的坐射礼（教士）①筑豊地区（中川謙治、舛田真理子、永吉加代子）②福岡地区、③筑
後地区、④北九州地区 

第 1８回福岡県 
弓道 

遠的選手権大会 

9月 9日（日） 
博多の森弓道場 
参加者 59名 
男女各 30名 
矢渡 
射手 吉田 司 

男子の部 ①佐藤裕計（福岡地区）②森下啓太郎（福岡地区）③椛島雅清（筑後地区）④松
尾修（福岡地区）⑤那須孝美（北九州地区） 

女子の部 ①佐藤チズカ（北九州地区）②阿久井房江（北九州地区）③石橋孝子（筑豊地区）
④藤野小百合（筑後地区）⑤中島由美子（筑後地区） 

男子、女子の①、②、③位は福岡県代表として第 63回全日本弓道遠的選手権大会（10月
26～28日 中央道場）の出場権を得た。 

第４５回全日本 
女子弓道 

近的選手権大会 

9月 21～23日 
（金～日） 

中央弓道場 
参加者 104名 

福岡県より永吉加代子、古屋順子、田中恵美子、藤野小百合の４名参加 

古屋順子、田中恵美子、藤野小百合の３名が決勝進出。 

藤野小百合が昨年に続き２回目の最高得点賞を受賞した。 
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平成24年 10月吉日 

� 射会射会射会射会、、、、大会関連大会関連大会関連大会関連    

� 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    

日独両国 

スポーツ少年団 

弓道見学会 
 

7月 30日（土） 

田川市弓道場 

参加者（田川在住） 

ドイツ 9人 

日本  4 人 

「一手行射の見学」及び「弓道体験」 

日独両国の青少年及び指導者の交流により友好と親善を深め青少年のスポーツ発展に寄与

することを目指す上記少年団が田川市弓道場を訪問。道場で一手行射を見学し、道場の指導

で弽や胸当てを付け、介助付きで素引きの体験学習をした。猛暑の中、口元を引き締め、青

い目を輝かせて熱心に学習した。 

第９回重松杯争奪 
筑豊地区弓道 
選手権大会 

8月 5日（日） 

田川市弓道場 

参加者 54人 

矢渡 

射手 石橋孝子 

介添 吉田治美 

佐藤友美 

開会に先立ち、前県連会長齋田德明先生、香春町弓道連盟顧問中山隆先生の御冥福を祈り

黙祷行った。 

称号の部  ①有馬英俊（嘉麻）②中山コノヱ（嘉麻）③石橋孝子（鞍手）④谷口信仁（直方）

⑤石橋博勝（飯塚） 

男子の部  ①原口勝利（福智）②岡田宗孝（福智）③小林英次（飯塚）④吉田良友（飯塚） 

⑤加治孝則（香春） 

女子の部  ①服部静代（飯塚）②井上富恵（福智）③久原佳子（福智）④吉田千代美（福智）

⑤上川たみえ（直方） 

総合優勝（重松杯）原口勝利（福智） 

選手権賞（重松楯）小林英次（飯塚） 

射技努力賞（五段以上）辻田史規（嘉麻）藤崎輝（鞍手）（四段以下）相浦直司（田川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

平成２４年 
福岡県民 
体育大会 

 
（公開競技） 
弓道遠的競技 

9 月 22 日（土） 

北九州市 

桃園弓道場 

矢渡 大原壽矢子 

 

一般男子の部 ①太宰府市 66点、②北九州市62点、③福岡市 56点、④行橋市、⑤小郡市、
⑥筑紫野市、⑦筑後市、⑧宗像市 

一般女子の部 ①遠賀郡 54点、②宗像市 53点、③北九州市40点、④行橋市、⑤柳川市、⑥
中間市、⑦筑紫野市、⑧久留米市、 

青年の部準 ①遠賀郡70点、②久留米市 61点、③宗像市 61点、④福岡市、⑤古賀市、⑥福
津市、⑦行橋市、⑧筑紫野市   

（※一般女子の部  田川郡欠員チームで失格 61点）                           

平成２４年 
福岡県民 
体育大会 

弓道近的競技 

9 月 23 日（日） 

北九州市 

夜宮弓道場 

 

一般男子の部 
①北九州市 17中、②筑紫野市15中、③田川郡 14中、④八女市 14中、⑤太宰府市 14中、
⑥福津市13中、⑦宗像市13中、⑧築上郡 13中 

一般女子の部 
①小郡市13中、②田川郡 13中、③鞍手郡12中、④久留米市 12中、⑤福岡市 10中、⑥北
九州市 10中、⑦豊前市 10中、⑧みやま市 9中 

青年の部準 
①北九州市 18中、②福岡市 17中、③筑紫野市12中、④飯塚市 12中、⑤久留米市 12中、
⑥八女市12中、⑦古賀市10中、⑧直方市 9中 
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平成24年 10月吉日 

� 平成２４年度推薦 七段昇段 

 この度は思いがけなく七段を拝受いたしました。昭和十二年に弓道を始め顧問の先生から、武道として心と技を厳

しく教えられました。初代会長藤丸先生より、弓道振興の為道場の果たす役割は、弓道の理念や術技も鍛え、望まし

い人間錬成にある、との信念を受け継ぎました。家族の介護の時期も乗り越え弓道を続けてこられましたのも、先輩

弓友のご助力のお陰でありました。 

これからも「報恩感謝」の心をもって、健康で「射即人生」を続けていきたいと思っています。 

    崎田藤枝（北九州地区） 

 

� 仙台（代替地山形市） 定期中央審査 教士昇格 

 「ワクワクさくらんぼ審査旅行」と名付けて行った山形という遠く見知らぬ土地で、リラックスして引けた事が、

うれしい結果に繋がったと感じます。「弓って力で引くものではないって事が、見ていてよくわかりました。」と、

見ていた人から、私にとって最高のほめ言葉をかけられ、とても感激しました。 

これからは、とても難しい課題ですが「心で引くのが見えました。」といわれるよう、修練します。今後共、よろ

しくお願い致します。  

松尾恵子（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 下記下記下記下記 方々方々方々方々 昇格昇段昇格昇段昇格昇段昇格昇段 。。。。 。。。。    

 

 

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    

【仙台】定期中央審査 
（代替地山形開催） 

7月 6～7日(土、日) 
山形市総合体育館 

七段 3名合格（内、福岡県無し）六段 9名合格（内、福岡県無し） 
教士 9名（内、福岡県 1名合格 松尾恵子（福岡地区）） 

平成２４年度【九州】 
指導者育成者講習会 

 

7月 14～15日（土、日） 
博多の森弓道場 
参加者 48名 
矢渡 
射手 宮田 融 
介添 （受講生） 
納射 
射手 澤田欽一 
介添 （受講生） 
 

1 日目（久恒政雄主管地連会長の先導で拝礼と挨拶、講師紹介、宮田融主任
講師の挨拶、日程説明） 
礼記射義、射法訓唱和、先導受講生の後、矢渡が行われた。 
介添え講評、受講生全員の一手行射、午後より指導者の役割と責務について、 
弓道教本第１巻の理解について宮田主任講師の説明の後基本対の実習、射技研
修が行われて 1日目を終了した。 
2 日目 礼記射義、射法訓唱和、先導受講生。五段受講生による持的射礼、

射礼実習と介添実習、射技研修が行われた。午後より審査の要領で検定試験が
あり、全員合格。修了証授与の後主任講師挨拶、主管地連会長の挨拶と拝礼が
行われて講習会を終了した。 
主任講師 宮田 融範士、講師 澤田欽一範士 
主管 久恒政雄会長、朝隈敏子副会長 

福岡県学校指導者 
講習会・審査会 

8月 8～9日（水、木） 
博多の森弓道場 
参加者 8名 
 

（講習内容）弓道とはどういうものかを知って自分の稽古、学校教育のあり方
と武道の特性を生かした指導について。 
（実技内容）射法八節の演習、基本の姿勢、動作、射法射義の演習、射技指導
が行われた。 
（検定試験・特別審査） 
一手行射の検定試験は審査の要領で行われ、午後より特別審査が実施された。 
主任講師 久恒政雄範士 

講師 朝隈敏子範士、 坂口高精、吉弘正敏、塩川安之、田中恵美子 

[沖縄]臨時全九州弓道
連盟連合審査 

8月 20日(月) 
沖縄那覇市 

受審者四段 11名  五段 31名 
合格者 四段 8名（内、福岡県 1名合格）五段 12名（内、福岡県 1名合格） 

【福岡】定期中央審査 

9月 1～2日（土、日） 
博多の森弓道場 
（教士、六段） 
福岡県武道館弓道場 
（七段、八段） 

六段合格者 7名（内、福岡県3名） 
椛島雅清（筑後地区）、猪口正博（筑後地区）、梅田明宏（福岡地区） 
七段合格者 1名（内、福岡県なし） 
八段 第一次審査通過者 1名（内、福岡県なし）候補者なし 
教士合格者 7名（内、福岡県3名） 

中尾方春（筑後地区）園木和子（筑後地区）古賀健治（福岡地区） 

九州弓道連盟連合審査 
9月 9日（日） 
佐賀県総合体育館弓道場  

受審者 209名（内、福岡県 139名） 
合格者 21名（内、福岡県13名合格） 
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� 福岡定期中央審査 教士昇格 

 

今度の審査にあたって、私は高齢者となり体が丸くなってきましたので一番に三重十文字、基本姿勢、基本動作に

重点を置き挑戦しました思いがけなく合格してビックリしております。森永先生に師事を受け一番に報告をと思い連

絡とりましたができず、三日後にやっと取れ入院してあることが分かり息子様より報告して貰いました。十日後退院

されましたので早速行きましたら、良かった良かったお目出当うと涙流して喜んでくださいました。私は重ねて先生

のお陰です認許証が貰えたら一番に持って来ますと云って別れました。 

 今後は教士らしく皆様方に評価して貰える様修練して行きたいと思います。      

   園木和子（筑後地区） 

 

弓道修練にあたって、故齋田徳明先生よりの並々ならぬ御指導は固より、諸先生方の助言を得ました。又、弓道教

室の受講生や高校弓道部員の指導にあたって、基本を大事にするように練習をしてもらった事を自分に言い聞かせ、

基本を大切に大事に練習したことが教士審査の合格に繋がったと思います。 

私の周りの皆様方に感謝しています。これからも精進して弓道に社会に微力ながら貢献できたらと思っています。         

中尾 方春（筑後地区）                   

 

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     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県体協福岡県体協福岡県体協福岡県体協 生涯生涯生涯生涯 ーーーー 功労賞受賞功労賞受賞功労賞受賞功労賞受賞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 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    

第４０回 
福岡県中学生 
弓道大会 

7月 16日(祝) 
久留米市弓道場 
参加者 102名 
男子 39名 
女子 62名 
矢渡 

射手 坂口 髙精 

介添 小池 國昭 

   播广屋 茂 
 

男子団体①三潴中男子（手島康博、田島直樹、川野雄貴）、②三輪中男子Ａ（馬渡元希、本
田尚之、藤戸陽己）、③大川中男子Ａ（立石祥吾、遠藤裕登、田島弘之）、④大川南中男
子Ａ（江崎 亘、古賀凌、古賀元薫 ）、⑤大川中男子Ｂ（平野陽大、石橋龍人、山浦晃
貴） 

女子団体①三潴中女子・善（永田明里、上津原遼、手島萌華）、②三輪中女子Ａ（本村綾香、
竹中麻帆、塩塚玲菜）、③三輪中女子Ｃ（野村芽生、佐藤優、原野綾子）、④大川南中女
子Ｂ（江頭七千華、古賀遙菜、竹下千尋）、⑤大川中女子Ａ（遠藤舞佳、内田千尋、田島
瑞希） 

個人男子①藤戸陽己（三輪）②川野雄貴（三潴）③立石祥吾（大川）④戸川一路（柳川）⑤

江崎亘（大川南）⑥田島弘之（大川）⑦梅崎理貴（大川）⑧山浦晃貴（大川）⑨古賀凌（大

川南）⑩安武宏起（大宰府） 

個人女子①永田明里（三潴）②上津原遙（三潴）③本村綾香（三輪）④原口すずか⑤塩塚玲

菜（三輪）⑥石橋泉希（大川）⑦田島瑞希（大川）⑧佐藤優（三輪）⑨古賀美紀（大川南）

⑩寺島萌華（三潴）⑪江頭七千華（大川南）⑫柿原沙耶（三潴）⑬堀内真衣（三輪）⑭岩

田京子（三輪）⑮龍みずな（大川南） 

奥保幸錬士（行橋弓道会）  

 去る3月10日福岡県体育協会の生涯スポーツ功労賞を受賞し、6月23日に行橋市内の京都ホテルで行橋弓道会主催の

祝賀会が盛大に行われました。この表彰は、県民のスポーツの普及・発展に貢献した個人や関係団体に対し、永年の

功績を称えて表彰するもので、長年にわたって弓道の発展、普及に尽力された奥保幸先生が表彰を受けられたもので

す。 

 この祝賀会には市長をはじめ１００名が参加しました。北九州弓道連盟からは、副会長大原壽矢子先生が代表で参

加し、祝福の披露も行なわれた。 
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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    

第２６回福岡県 

弓道遠的大会 
 

7 月 22 日（日） 

博多の森弓道場 

参加者 248 名 

 
 

久恒政雄福岡県弓道連盟会長の矢渡の後、3名チームで一手と四矢各 1回計 6射で競技を

行った。 

団体 

少年男子の部 ①国体少年 A（横尾圭一郎、川東雄太、百武佑樹）②福大大濠 A（桑野萌太、

小野原拓、吉岡正貴）③国体少年 B（平田佑、中村静瑳、金丸舞妃） 

少年女子の部 ①伝習館高 C（毛利海、田中悠、末永理湖）②ありあけ新世高（柿原美希、

西原希、中山汐莉）③伝習館高 D（太田志穂、野田香蓮、仲原瑞貴） 

成年男子の部 ①チーム福岡 A（大藪巧、小笠原茂、森下啓太郎）②福岡西 A（青木俊一、

筒井博幸、倉田俊一）③福岡早良（末安伸一、伊佐エツ子、坂田龍一） 

成年女子の部 ①チーム福岡 C（高橋希代美、岩崎希望、坂田直美）②チーム福岡 D（大島

マキエ、中島由美子、竹本奈名）③福岡中央花（楠下洋未、河原華枝、坂本奈美穂） 

個人 

少年男子の部 ①桑野萌太（福大大濠）②横尾圭一郎（国体少年 A）③百武佑樹（国体少年

A）④岡谷拓也（福大大濠）⑤小野原拓（福大大濠）⑥松尾涼平（古賀竟成館） 

少年女子の部 ①金丸舞妃（国体少年 B）②毛利海（伝習館高）③中村静瑳（国体少年 B）

④柿原美希（ありあけ新世高） 

成年男子の部 ①森下啓太郎（チーム福岡 A）②大藪巧（チーム福岡 A）③坂上雄一（獅子

奮迅会）④松山忠夫（東弓会 D）⑤倉田俊一（福岡西 A）⑥筒井博幸（福岡西 A）⑦坂田

龍一（福岡早良）⑧佐藤裕計（百道）⑨水落巧（須恵）⑩中村聖一（春日）⑪井福到（筑

豊）、福島忠（夜宮弓道会）⑬和田俊樹（宗像親弓会）、下川繁治（大野城ビック）⑮松

尾修（太宰府）⑯塩川安之（宗像親弓会）、香取敏夫（博多山王会）⑱山田幹裕（古賀）

⑲石場洋司（太宰府）⑳永島学（東弓会）、岡村良彰（福岡南）、森本秀樹（福岡中央）

㉓相澤慶太（新日鉄）㉔平田即（太宰府）、鶴田将司（チーム福岡） 

成年女子の部 ①伊佐エツ子（福岡早良）②永吉加代子（須恵）③坂田直美（チーム福岡 C）

④縄田千春（宗像親弓会）⑤阿久井房江（夜宮弓道会）⑥岩崎希望（チーム福岡 C）⑦飛

弾紀子（新日鉄）⑧山下智子（久留米はたち会）⑨岡村純子（福岡南）⑩湯川周子（甘木

メジロ）⑪森永恵子（東弓会）⑫竹本奈名（チーム福岡 D）、石橋孝子（筑豊）⑭宮崎恵

（百道）⑮岩永洋子（かめのこ）⑯福永ひろ子（九電至道館） 

国体第３２回 
九州ブロック 
弓道競技大会 

8月 18～19日 
（土、日） 

成人男子４位・成人女子７位・少年男子４位・少年女子７位 
成人男子は代表県として第 6７回国民体育大会・弓道競技（10月 6日～9日恵那市）出場権を
得た。 

第２７回福岡県 
四地区対抗 
研射会 

8 月 26 日(日) 

福智町立弓道場 

参加者 64 名 
 

県内四地区の代表選手が採点制による持的坐射礼、一つ的坐射礼、二種目の対抗射会を行
なった。 
総合 ①筑豊地区、②福岡地区、③筑後地区、④北九州地区 
持的坐射礼（五段）①福岡地区（毛利幸夫、古賀義隆、大西恭子、伊佐エツ子、久保政則）、
②筑豊地区、③北九州地区、④筑後地区  

持的坐射礼（錬士五段）①筑後地区（椛島雅清、播广屋茂、畠中光幸、新谷将史、堤直行）、
②北九州地区、③筑豊地区、④福岡地区 

一つ的坐射礼（錬士六段）①筑豊地区（熊澤威、石橋博勝、吉田啓子）②筑後地区、③北九
州地区、④福岡地区 

一つ的坐射礼（教士）①筑豊地区（中川謙治、舛田真理子、永吉加代子）②福岡地区、③筑
後地区、④北九州地区 

第 1８回福岡県 
弓道 

遠的選手権大会 

9月 9日（日） 
博多の森弓道場 
参加者 59名 
男女各 30名 
矢渡 
射手 吉田 司 

男子の部 ①佐藤裕計（福岡地区）②森下啓太郎（福岡地区）③椛島雅清（筑後地区）④松
尾修（福岡地区）⑤那須孝美（北九州地区） 

女子の部 ①佐藤チズカ（北九州地区）②阿久井房江（北九州地区）③石橋孝子（筑豊地区）
④藤野小百合（筑後地区）⑤中島由美子（筑後地区） 

男子、女子の①、②、③位は福岡県代表として第 63回全日本弓道遠的選手権大会（10月
26～28日 中央道場）の出場権を得た。 

第４５回全日本 
女子弓道 

近的選手権大会 

9月 21～23日 
（金～日） 

中央弓道場 
参加者 104名 

福岡県より永吉加代子、古屋順子、田中恵美子、藤野小百合の４名参加 

古屋順子、田中恵美子、藤野小百合の３名が決勝進出。 

藤野小百合が昨年に続き２回目の最高得点賞を受賞した。 
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第１０回記念 
朝日新聞主催 
熊澤杯弓道大会 

8月 19日（日） 
田川市弓道場 
参加者 90人 
矢渡 
射手 吉田 司  
介添 舛田 真里子  

吉田 治美 

朝日新聞筑豊支局長小西宏幸氏、筑豊地区教錬士会千手由則会長、熊澤満先生御遺族熊澤
淨一様、元全国高体連弓道専門部長山下眞氏の挨拶に続き、門下生作詩の祝吟の披露があっ
た。 
熊澤杯（選手権賞） 原口 勝利（福智） 
一般男子  ①原口勝利（福智）②岸本昇（飯塚）③長主守央（田川）④石橋博勝（飯塚） 

⑤中村保範（香春） 
一般女子 ①佐藤 泉（福智）②吉田啓子（福智）③栗原富美江（田川）④舛田真理子（田

川）⑤宗近美代子（添田） 
高校男子  ①中山雄太（西田川）②迫悠樹（東鷹）③山ノ平裕一（東鷹）④中野昇（東鷹）

⑤宮﨑安竜（東鷹） 
高校女子 ①中井彩（東鷹）②大谷菜奈（東鷹）③田中杏佳（東鷹）④宅野藍（東鷹）⑤渡

辺苑美（西田川） 
【射技奨励賞】 福原拓也（東鷹） 田中杏佳（東鷹） 
【特別参加賞】 山口美咲（鷹峰中） 

    

� 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    

福岡県民体育大会 
北九州予選会 

 
 

6 月 30日（土） 
北九州市立桃園弓
道場参加者 46名 

北九州市各区に在住の選手が区単位で集まり、県民体育大会出場を目指して予選会が開催さ

れた。矢渡は増田俊博教士七段（介添：大原壽矢子教士七段、原田瑞枝教士六段）。この大会

は遠的と近的で合計的中数を競う団体戦だが、当日は雨模様で 60ｍの遠的を 30ｍの遠的に切

り替えて実施した。 

一般男子近的①八幡西区Ａ（白石睦雄・鍬田厚行・木下剛夫）②小倉南区Ａ（中西浩二・米田

主税・岸本昇）③八幡西区Ｂ（森田和樹・首藤憲造・村田章） 

同遠的の部①八幡西区Ｂ（森田和樹・首藤憲造・村田章）②小倉南区Ｃ（久保田順一・庄山幸

光・五反康人）③小倉南区Ａ（中西浩二・米田主税・岸本昇） 

一般女子近的の部①八幡西区Ｂ（松延玲奈・鍋山千帆・白石いくみ）②小倉南区（久保田尚子・

田中詔子・佐藤チズカ）③小倉北区 B（新木和子・吉本祐子・吉本后子） 

同遠的の部①小倉北区Ｂ（新木和子・吉本祐子・吉本后子）②八幡西区 B（松延玲奈・鍋山千

帆・白石いくみ）③八幡西区Ａ（森里子・五嶋秀子・岡村恵美） 

以上の結果、各部門で優勝したチームが県民体育大会への出場を決めた。 

北九州弓道遠的 

選手権大会 

 
 

7 月 16日（月） 
福智町弓道場 
参加者 59名 
矢渡 
射手 大原壽矢子 

九州各地で集中豪雨被害の広がる中、天候も心配されたが、福智町弓道場で遠的選手権の熱

戦が繰り広げられた。大会は４矢３回の計 12本による的中数で争われた。 

称号の部①石原重弘（桃園）②那須孝美（小倉南）③政本玉紀（三菱化学）④阿久井房江（夜

宮） 

一般男子の部①白石睦雄（的場池）②椋田孝行（豊前）③松本忠（小倉南）④庄山幸光（小倉

南）⑤原田勇（中間） 

一般女子の部①飛彈紀子（勝山）②緒方明美（的場池）③井手憲子（夜宮）④吉田恵子（遠賀） 

なお、この大会は、９月に福岡で行なわれる県遠的選手権大会出場選手の選考会も兼ねて

おり、称号者を含めて五段以上の成績上位者の中から男女各８名が選出された。 
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第２５回豊前市 

近県弓道大会 
 

7月 22日（土） 

豊前市弓道場 

参加者 232名 
矢渡 
射手 森永喜代敏 
介添 山下利弘 

深田啓輔 

梅雨の合間の蒸し暑い一日、豊前市を中心に近県から集まった弓道愛好家によって熱戦が繰

り広げられた。大会は４矢２回の計８本による的中数により、高校の部と一般の部に分かれて

団体戦、男子、女子の部で争った。また、最後に全員で小的による競射を行って、豊前市長盾

獲得戦を行った。 

団体 高校の部①築上西 B（本田匠・鈴木建次・中山貴博）②育徳館Ａ（倉本拓海・山本和輝・

高田祐太）③清豊 C（石井希映・藤田夏美・尾川大喜） 

一般 ①的場 C（白石睦雄・鍬田厚行・木下剛夫）②行橋弓道会 A（三宮幸徳・三宮佐智子・

末次旅人）③行橋弓道会 C（高石忠明・河口久雄・吉尾喜治） 

個人 高校男子①杉原高秀（育徳館）②向井雅哉（清豊）③関隼人（清豊）④杉本賢史（清豊）

⑤松井紀暁（明治学園）⑥長城玲雄（明治学園）⑦有久直樹（築上西）⑧呉俊佑（明治

学園）⑨寺田拓海（清豊）⑩佐藤公紀（清豊）▽高校女子①谷口愛（築上西）②鳥井田

葉月（清豊）③宮原亜衣希（清豊）④中村香萌子（明治学園）⑤福井彩（清豊）⑥松永

美桜（築上西）⑦青沼有紀（築上西）⑧治部綾佳（明治学園）⑨秋吉玲奈（育徳館）⑩

安倍莉菜（清豊） 

一般男子①米田主税（門司弓道場）②土岐軍治（中津扇城弓道会）③原口勝利（筑豊連合）④

松尾秀昭（豊弓会）⑤山本明（三菱マテリアル）⑥中西浩二（小倉南）⑦大丸俊幸（行

橋弓道会）⑧岩本吉正（的場）⑨加藤健治（若松）⑩赤星智（的場）⑪中野剛（中津扇

城弓道会）⑫池田節雄（的場）⑬四井一成（的場）⑭池田勝義（的場）⑮細山田孝英（小

倉南） 

一般女子①小畑ゆり（中津扇城弓道会）②吉武美智代（中津扇城弓道会）③岩本佳代子（行橋

弓道会）④田代さなえ（桃弓会）⑤椋田由美子（豊弓会）⑥杉元茜（チーム清豊）⑦手

嶋裕美子（門司弓道場）⑧緒方明美（的場）⑨武谷茜音（楠見会）⑩鈴木千織（中津扇

城弓道会）☆豊前市長盾鍬田厚行（的場） 

北九州地区 

女子研修会 

 

9月 16日(日) 

夜宮弓道場 

参加者 45名 

矢渡 

射手 仰木洋子 

介添 安田和恵 

阿久井房江 

納射 

射手 大原壽矢子 

介添 小野田深雪 

原田佑三子 

台風の接近で雨が降り続く中、今年二回目となる北九州地区の女子研修会が開かれた。礼記

射義・射法訓唱和の先導者は矢頭桂子受講生。矢渡後に全員による射礼研修に移った。今回、

研修で特に力を入れたことは、①教本に沿った基本体と基本の動作確認、②射法八節をきっち

りと行なう、の二点。参加者を二射場に割り振り、それぞれの間合いで一つ的坐射礼、持的坐

射礼、審査の要領で射技を行なった。また、全員で射場に入り、同時に襷がけ動作を行なって、

同じ間合いの所作の確認も行なった。 

午後からは、全員がジャージに着替えて、安田和恵講師による様々な状況を想定した失の処

理方法の解説と実習が行なわれた。基本は迅速な処理とかしこまる気持ちが重要で、臨機応変

な対応が必要と説明された。続いて基本体、基本の動作の研修を行なった。仰木洋子講師が教

本を読み上げて、正しい動作の確認、徹底を行なった。ジャージならば全ての動作が見て取れ、

日ごろから慣れで行なっていた動作の修正が必要な受講者も多かった。 

その後、四射場に分かれて班別個別指導が行われた。見取り稽古と、教本の記述通りに行な

うことの重要性を実際に体験できて大変有意義な一日となった。 

講師；仰木洋子、大原壽矢子、安田和恵  補助講師；原田瑞枝、阿久井房江、福崎福江 

 
豊前市弓道大会 矢渡 
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第３７回 

博多祇園山笠 

弓道大会 

7 月 1日（日） 
博多の森弓道場 
参加者 858 名 

矢渡 

射手 吉弘正敏 

介添 宮本澄子 

   養父壽子  

団体  ①がんばれ山口 A（廣實佳祐、杉岡孝治、上野隆夫）②がんばれ山口 F（吉本和喜、高

橋奨、高橋克典）③がんばれ山口 C（田中真紀、海上千里、清水玲子）④佐賀剛弓会 （豊

澤篤、副島良、東島直生）⑤チーム福岡 A（大薮巧、小笠原茂、森下啓太郎） 

個人 ①上野隆夫（がんばれ山口 A）②廣實佳祐（がんばれ山口 A）③松本康弘（三菱化学黒

崎 B）④古川孝司⑤杉岡孝治（がんばれ山口 A）⑥渡辺健太（茶豆会）⑦杉原 義 勝

（勝山求道会 B）⑧東島直生（佐賀剛弓会）⑨若浦雄也（長崎国体 A）⑩高橋奨（がん

ばれ山口F）⑪安部昌宏（チーム本庄）⑫伊佐エツ子（福岡早良 F）⑬小笠原茂（チー

ム福岡 A）⑭原口勝利（福知 B）⑮田中真紀（がんばれ山口C） 

福岡市民弓道 

遠的大会 

福岡市議会議長杯

兼 

県弓道遠的選手権

大会予選会 
 

7月 29日（日） 
博多の森弓道場 
参加者 201名 
矢渡 
射手 吉弘正敏 

一手と四矢各 1回計 6射の競技を行った。 

福岡市議会議長杯 岡村良彰（南） 

男子の部①岡村良彰（南）②碇光治（甘木）③倉田俊一（西）④松尾修（太宰府）⑤下川

繁治（大野城）⑥永富聖徳（宇美）⑦宮本貞雄（博多） 

⑧熊谷圭三（春日）⑨岸川博義（南）⑩村上亮（博多）、石場洋司（太宰府）、

林茂（大野城）、香取敏夫（博多）、山田幹裕（古賀）、森山榮一（筑紫野）、

佐藤裕計（百道）、古賀誠（甘木）、伊藤琢摩（甘木） 

女子の部①松尾恵子（太宰府）②山下友（博多）③田中慶子（武道館） 

④小林房江（太宰府）⑤佐野陽子（甘木）⑥植村由枝（春日） 
⑦織田エツ子（城南）⑧梶谷幸子（宗像） 

県弓道遠的選手権大会出場者 

男子の部山田幹裕、下川繁治、森山栄一、坂田龍一、梅田哲弘、佐藤裕計、宮本貞雄、古

賀誠、伊藤琢磨、倉田俊一、松尾修、森下啓太郎 

女子の部縄田千春、竹本奈々、大島マキエ、織田エツ子、酒井加世子、坂本奈美穂、佐野

陽子、坂本智美、中川久美子、松尾恵子、田中恵美子、古屋順子、永吉加代子 

第６１回筥崎宮

奉納弓道大会 

8月 5日（日） 
博多の森弓道場 
参加者 241名 
巻藁射礼 
射手 古賀健治 
介添 松山忠夫 
   山中慎也 
矢渡 
射手 阿部政彦 

酒見京子 
増田聖子 

61 回目となるこの大会は猛暑の中行われた。総合優勝は４人による射詰の結果、高野浩充

参段が制した。 

総合優勝 高野浩充（古賀） 

参段以上の部①宮本貞夫（博多）②川端志津男（中央）③吉田隆（中央） 

弐段以下の部①馬場誠（東）②木下雅之（西）③栗本和宣（東） 

高校男子の部①谷口太一（大濠髙）②河野裕知（春日髙）③森祐樹（春日髙） 

高校女子の部①光本彩花（西南髙）②池田知可（城東髙）③江川裕衣（古賀髙） 

 

� 筑後地区筑後地区筑後地区筑後地区 

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２３回 
おおむた弓道 
選手権大会  

 

7 月 8日（日） 

大牟田延命弓道場 

参加者   103名 

矢渡 

射手 近藤良介 

介添 鶴田千代子 

坂田直也 

市民の大会で 15才から 90才までの市民の弓道愛好家が集まり開催した 
男子優勝 大石敏明（大牟田） 
女子優勝 笹原小巻（大牟田） 
一般男子の部 ①大石敏明（大牟田） ②柿原浩一（大牟田）③藤木政義（大牟田） 

④永田福人（有高専） ⑤福島龍一（大牟田） 
一般女子の部 ①笹原小巻（大牟田） ②富永友美（大牟田）③鶴田千代子（大牟田） 
高校男子の部 ①緒方彩人（大牟田） ②永松広大（三池） ③青嶋嵩（有高専） 

④上田平容典（大牟田）⑤吉冨達朗（大牟田） 
高校女子の部 ①野田千尋（三池）②横矢萌（大牟田）③津田彩那（三池） 

④原田寛実（三池）⑤西村明日香（延命） 

第１１回七夕の里
おごおり弓道大会 

 

8月 5日（日） 
小郡市弓道場 
参加者 
110 組 220 名 
矢渡 
射手 草場保文 
介添 大塚昭典 
     阿部保彦 

炎天下の中、110組 220 名の方に参加頂き、狭い射場と控えの武道場で大変だったところ、
無事に予定とおり終える事が出来た。恒例の「かき氷」も好評でした。 
 最高的中賞  男子 阿久井基 
        女子 岩永洋子 
①北九州新日鐵Ｄ（ 阿久井房江、阿久井基）②久留米半蔵様（東野隆雄、 岩永洋子）③久
留米ＡＶＧ８６Ａ（ 問屋剛、山本望沙都）④鳥栖弦鳴会轟（藤原淑恵、 那須慎一）⑤筑紫
野天の川（吉野隆夫、 吉野純代） 
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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２４年度 
久留米青少年 
弓道大会 

 
 

8 月 11日(土) 
久留米市弓道場 
参加者 74名 
矢渡  
射手 水田 英敏 
介添 今津 正子  

 小本 美沙子 
 
 

中学生の部 
①川野雄貴（三潴）②深堀留花（三潴）③寺島萌華（三潴）④合戸瑞稀（三潴）⑤原口
すずか（三潴） 

高校男子の部 
①中島佑也（祐誠）②原野裕司（祐誠）③小松大輝（祐誠）④平田裕紀（祐誠） 

高校女子の部 
①伊藤花穂里（祐誠）②石川舞（筑水）③佐藤久来吏（祐誠） 

一般の部 
①水田英敏（久留米）②川島靖子（久留米）③坂井剛憲（久留米） 

         

 

� 訃報訃報訃報訃報    

 

・平成 24年 7 月 16日 

中山 隆先生 （錬士五段 享年 81 歳） 

・平成 24年 7 月 18日 

齋田 德明先生（範士九段 享年 86 歳） 

・平成 24 年 9 月 27 日 

門司 守夫先生（教士六段 享年 88 歳 元北九州弓道連盟副会長） 

 

謹んで先鋭のご冥福をお祈りいたします。 

（7 月 1日～9 月 30 日に事務局に連絡のあったもの） 

 


