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� 福岡県連便福岡県連便福岡県連便福岡県連便りりりり                                                                            

  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    

【中国地区】 
臨時中央審査 

10 月 13～14日(土、日) 
広島市 

錬士 8名合格(内、福岡県 2名合格) 
谷口由美子(福岡地区)，山本由美子(筑豊地区) 

【東京】 
特別臨時中央審査 

12 月 22日(土) 
中央道場 

錬士 32名合格(内、福岡県１名合格) 
廣田栄基(福岡地区) 

    

� 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 63回全日本弓道 
遠的選手権大会 

10 月 26～28日 
(金～日) 
中央道場 

男子の部 森下啓太郎(福岡地区)3位入賞 
 

第 11回福岡県 
ねんりんスポーツ,文化
祭弓道交流大会 
 

11 月 11日(日)   
久留米市弓道場 
矢渡 
射手 坂口 高精 
介添 福原 由美子 
   大石 瓊代 

１チーム３人の団体(男女混成可)戦及び個人戦とし、団体予選は各
自 4矢二立計 24 射により、競技を行ない上位 16ームを予選通過とす
る。決勝は各自 2射、計 6射によるトーナメント戦、個人は各自４矢
二立、8射の的中数による。 
団体の部 

①博多山王会(香取敏夫、作井紗恵子、下河邉正生) 
②小倉南(有延元宏、高橋文夫、庄山幸光) 
③小郡 A(柳 泰夫、熊手幸枝、園木和子) 
③筑前弓友会 B(内山 守、田中茂夫、伊藤琢磨) 

個人男子の部 
①田中茂夫(筑前)②小俣近宏③中嶋邦生(宇美)④安部文敏(香嶽
館)⑤香取敏夫(博多)⑥筒井浩之(福岡西)⑦内山 守(筑前)⑧高
橋文夫(小倉南) 

女子の部 
①園木和子(小郡)②副島多恵子(久留米)③福原由美子(久留米)④
藤吉一代(筑後)⑤中村栄子(久留米)⑥梅林洋子(城南)⑦阿久井房

『『『『千射万箭千射万箭千射万箭千射万箭』』』』    

 

「射よや射よ、射るよりまさる師はあらじ、習はぬ知らぬことを知るなり」右の諺、弓歌

は稽古に矢数が必要なことを示している。 

スポーツによっては、練習量を重ねることによって記録が上がる種目もある。しかし、弓

道は少し違うのではないか。射技、射形はどうでもいい、唯、中たればよい、と云うのであ

れば、矢数稽古も有効だろう。 

熱心に稽古し、中りもいい人で、早気或いは独特の個癖の為に審査に通らない例は多い。

あくまでも基本に徹し、正しい方向を目指しての矢数稽古でなければならない。少し方向が

違えば、矢数をかければかける程正射から外れてくることになるのは当然である。 

その誘惑は修業道程の至る処にある。弓道修練には、謙虚さも必要、と云われる所為であ

る。  

元旦   

福岡県弓道連盟会長 久恒政雄 
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� 筑豊地区便筑豊地区便筑豊地区便筑豊地区便りりりり    

    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 44回筑豊地区 
秋季道場対抗射会 
 
 

10 月 7日 
田川市弓道場 
参加者 42名 
矢渡 
射手 石橋 孝子 
介添 安部 文敏 

加治 孝則 

四矢一立で競技を開始した。 
団体の部①飯塚一鷹会Ａ(石橋博勝,福田良人,徳光白達)②嘉麻Ａ(辻

田宏規,安田久美子,安田真也)③田川弓友会Ａ(東田義文,坂木敏
雄,吉田治美) 

個人称号者の部①石橋博勝(飯塚)②中村保範(香春)③吉田光蔵(福智) 
④徳光白達(飯塚)⑤永田栄子(直方) 

男子の部①安田真也(嘉麻)②東田義文(田川)③坂木敏雄(田川)④辻田
宏規(嘉麻)⑤安部文敏(香春) 

女子の部①吉田千代美(福智)②山本由美子(直方)③倉地千賀子(直方) 
④村吉光子(田川) 

最高的中賞 石橋博勝(飯塚) 
射技努力賞 半田潔(福智)   会長賞安田真也(嘉麻) 

第 21 回筑豊地区 
女子弓道大会 
 
 

11 月 18 日(日) 
飯塚市営弓道場 
参加者 36 名 
矢渡 
射手 吉田 治美 
介添 藤田 豊子 

 倉地 千賀子 
 

演武 持的坐射礼 
 山本由美子,永江ミサ子,藤岡利恵子,西澤直美,永田栄子 

競技 四矢二立   
無段の部 ①原菜摘(志耕館高)②有吉ひな(志耕館高)③古城戸里紗

(志耕館高) 
有段の部 ①宮本須磨子(直方道場)②石橋孝子(鞍手道場)③岩村昌

美(田川道場)④吉田治美(田川道場)⑤松田真紀(飯塚道場) 
会長賞 有吉ひな(志耕館高) 

筑豊地区納射会 
 

12 月 2日(日) 
田川市弓道場 
42 名  
矢渡 
射手 吉田 司 
介添 舛田 真理子 

佐藤 友美 

礼射；一手坐射審査の要領、競技；一手四立坐射競技の要領  
称号の部①加生末男(田川)②吉田司(田川)③谷口信仁(直方)④石橋博

勝(飯塚)⑤小俣近宏(香春)⑥有馬英俊(嘉麻)⑦ 吉田治美(田川) 
男子の部①原口勝利(福智)②坂木敏雄(田川)③仲光淳徳(直方)④福島

敏幸(直方) 
女子の部①久原佳子(福智)②豊田真子(直方)③ 倉地千賀子(直方) 
会長賞 小俣近宏(香春)   
   
 

第 13 回 
福智町弓道大会 
 

12 月 9日(日) 
福智町弓道場 
参加者 491 名  
矢渡 
射手 吉田 啓子 
介添 佐藤 泉 
  岩本 美香 

 

競技；１チーム 3人 四矢二立、個人 四矢二立 
団体の部①福岡獅子奮迅会 B(獅子奮迅会)②福岡獅子奮迅会 A(獅子奮

迅会)③AVG86A (AVG86)④4AVG86 チーム 8(AVG86)5 北野弓友会(北
野弓友会) 

個人の部成人男子①森下啓太郎(福岡獅子奮迅会 B)②中山貴弘(三菱化
学黒崎 B)③堀康治(鞍手)④野村訓(中津扇城弓道会 C)⑤政本玉紀
(三菱化学黒崎 A) 

成人女子①森下史子(福岡獅子奮迅会 A)②吉竹美智代(中津扇城弓道
会 B)③山本望紗都(AVG86チーム Z)④山下智子(久留米はたち会)
⑤中村真美北野弓友会) 

高校男子①陣上拓巳(嘉穂高校 A)②高島大器(直方高校 A)③江口直希
(鞍手 E)④林佳正(嘉穂東高校)⑤船山司(直方高校 B) 

高校女子①市橋祐里(嘉穂高校 E)②藤井夏海(嘉穂高校 D)③田中杏佳
(東鷹 A)④池内美織(鞍手 A)⑤黒瀬珠樹菜(嘉穂高校 F) 
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� 北九州地区便北九州地区便北九州地区便北九州地区便りりりり    

    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 
高倉神社秋季大祭奉納 
弓道大会 
 

10 月 7日 
高倉神社弓道場 
参加者 63名 
矢渡 麻生 圭介 

大会は秋の実りに感謝する秋季大祭奉納にあわせて神社内の道場で
開催された。競技方法は、66歳以上の松組、51～65歳の竹組、50歳ま
での梅組に分かれての個人戦で、最初に奉納射礼一手、続いて四矢一
立ちの計６射の的中数で行なわれた。 
松組①白石睦雄(的場)②池田節雄(的場)③鬼木冴子(桃園)④山本昌広

(水巻)⑤永留義行(的場) 
竹組①緒方明美(的場)②橋口恵子(小倉南)③小田湛久(若松)④森藤ア

ケミ(福智)⑤川原正訓(岡垣) 
梅組①米田主税(門司)②田代さなえ(桃園) ③花田朋子(的場)④林理

一郎(夜宮)⑤末永辰実(門司) 
競射とは別に宮司賞として、奉納射礼の皆中者で射詰が行なわれた

結果、林理一郎選手(夜宮)が獲得した。また、余興で小的 10個による
的中競技も行なわれたほか、80 歳以上の参加者には特別賞が贈られて
無事に終了した。 

第 50回 
北九州市民 
体育祭弓道大会 
 

10 月 8日 
市立夜宮弓道場 
参加者 274 名 
矢渡 
射手 大原 壽矢子 
介添 小原 知美 

小野 清子 

県内各地でスポーツの祭典が予定され、好天に恵まれた体育の日、
弓道も負けじとばかりに北九州でも市民体育祭弓道大会が開催され
た。四矢一立で競う団体戦,個人戦を行なった。 
団体一般男子の部①夜宮Ｃ(福島忠,林理一郎,阿久井基)②北九州市立

大Ｂ(高木航平,坂田和樹,高木大資)③夜宮Ｅ(小島将之,梶間篤
人,林晃市郎)④小倉南Ａ(松元忠,内木場茂,那須孝美)⑤小倉南Ｂ
(有延元宏,髙橋文夫,庄山幸光) 

一般女子の部①夜宮Ｂ(小野清子,小原知美,阿久井房江)②小倉南Ｆ
(湯浅千恵,小野田深雪,橋口恵子)③北九州市立大Ｅ(池田優紀,太
田麻友,財津歩) 

高校男子の部①戸畑男子Ａ(井手達巳,古賀尚大,坂元風太)②九国大附
男子Ａ(有田光翔,中嶌智裕,林勝巳)③戸畑男子B(出水翔太,姫野
俊作,篠田瑞樹) 

高校女子の部①九国大附女子Ａ(瀬尾陽,宮本花衣,嘉村和子)②戸畑女
子 D(橋本麻奈美,相水麻衣,白神美奈)③戸畑女子Ａ(原田真亜子,
堀田知美,平山友理) 

個人男子の部①松渕翔亮(九国大附)②高木航平(北九州市立大)③古賀
尚太(戸畑) 

女子の部①阿久井房江(夜宮)②平山友里(戸畑)③瀬尾陽(九国大附) 

第 33回勝山弓道大会 
 

10 月 14日 
勝山弓道場 
参加者  149 名 
矢渡   
射手 安田 和恵 
介添 福崎 福江 

中村 節子 

北九州市小倉北区の中心部に位置する広々とした公園の一角にある
勝山弓道場で標記大会が開催された。四矢２立の的中数で競う団体戦,
個人戦を行なった。各団体の優勝チームには百合野杯が贈られた。 
団体男子の部①夜宮Ａ(林理一郎,林晃市郎,福島忠)②扇城弓道会(上

村正幸,野村訓,中野剛)③小倉南Ｅ(中西浩二,庄山幸光,花畑佳子) 
女子の部①桃弓会Ｂ(熊谷美智代,田代さなえ,鬼木冴子)②的場Ｅ(五

嶋秀子,岡村恵美,古田真弓)③的場Ｄ(原田佑三子,森里子,岩本順
子) 

個人称号の部①内木場裕見子(小倉南)②中野剛(扇城弓道会)③大庭忠
臣(勝山)④福島忠(夜宮) 

有段男子の部①小坪信司(桃弓会)②林理一郎(夜宮)③庄山幸光(小倉
南)④江口駿一(小倉南)       

指導者養成講習会 
(称号者) 
 

10 月 20日 
夜宮弓道場 
参加者 28名 
矢渡 
射手 増田 俊博 
介添 河野 武富 

石原 重弘 

日増しに秋めいてきた一日、称号者を対象とした指導者養成講習会
が開かれた。 
礼記射義,射法訓唱和の先導者は吉武康年受講生。班長は、尾家弘之

受講生。介添の講評の後、戎講師による入退場の足さばきと矢つがえ
動作の指導が行なわれた。その後、全員で審査の要領による一手行射
が行われた。今回の研修の主テーマは全日本弓道連盟の弓道競技運営
要領(運営マニュアル)の研修と徹底。昼食を挟んで、競技規則マニュ
アルの説明と具体的な動作確認が行なわれた。今まで実際の運用は各
道場で少しずつ違っていたのが実情で、運営要領の記述通りに行うこ
とで、統一した所作、運営の共通認識ができて大変有意義な研修とな
った。今後は、この研修成果を各道場に持ち帰り、徹底することが受
講生の役目となる。最後に、全員による個別射技指導が行なわれ、締
め括った。 
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第 49回 
行橋市弓道大会 
 

10 月 28日 
行橋弓道場 
参加者 178 名 
矢渡 
射手  奥  保幸 
介添  鬼木 優子 

安部 尚子 

前夜からの雨もあがり、上空では築城基地航空祭のジェット機編隊
のごう音が響く中、行橋市内はもとより、北九州、大分県各地から集
まった弓道愛好者によって大会が開催された。四矢２立ちの的中数で
競う団体戦,個人戦を行なった。 
団体の部①中津扇城弓道会 E(西清文,野村訓,中野剛)、②桃弓会 A(田

代さなえ,熊谷美智代,樋口達雄)③的場 A(白石睦雄,鍬田厚行,木
下剛夫) 

個人称号者の部①吉武美智代(中津扇城弓道会)②中野剛(同)③古隈忠
(行橋弓道会)④山田勝也(中津扇城弓道会)⑤樋口達雄(桃弓会) 

有段男子の部①野村訓(中津扇城弓道会)②秋本有貴(行橋弓道会)③首
藤憲造(的場)④岩本吉正(同)⑤西清文(中津扇城弓道会) 

女子の部①田代さなえ(桃弓会)②熊谷美智代(同)③小畑ゆり(中津扇
城弓道会)④花畑佳子(小倉南)⑤橋口恵子(同)▽高校生①椋田拓
巳(青豊高校)②恒成龍也(同)③鳥井田葉月(同)④佐藤公紀(同)⑤
大丸郁花(同) 

無段の部①松村崇宏(三菱マテリアル)②大世渡滋(楠見会) 
特別賞  満 80歳以上の参加者に贈られた。 

北九州市長旗 
弓道大会 
 

11 月 4日 
夜宮弓道場 
参加者 90名 
矢渡 
射手 奥  保幸 
介添 村上 幸彦 

三宮 幸徳 

好天に恵まれた一日、北九州市長旗争奪弓道大会が開催された。一
手 5回の計 10射による的中数で競う団体戦,個人戦を行なった。 
男子団体の部①小倉南Ｂ(有延元宏,高橋文夫,久保田順一)②北九州立

大Ｃ(原田翔平,濱島伸太郎,西野雄清)③夜宮Ａ(福島忠,林晃市
郎,阿久井基) 

女子団体の部①夜宮Ｂ(小野清子,小原知美,阿久井房江)②夜宮Ｇ(城
田ゆりえ,角屋智子,原田瑞枝) 

個人称号者の部①阿久井房江(夜宮)②樋口達雄(桃弓会)③原田瑞枝
(夜宮)④政本玉起(三菱マテリアル)⑤河野武富(夜宮) 

有段男子の部①有延元宏(小倉南)②米田主税(門司)③林晃市郎(夜宮)
④西野雄清(北九州市立大)⑤高橋文夫(小倉南) 

有段女子の部①池田優紀(北九州市立大)②新木和子(弓道求道勝山会)
③小野清子(夜宮)、④飛彈紀子(求道勝山会)⑤城田ゆりえ(夜宮) 

無段者の部①津田翔平(北九州市立大) 

道場対抗弓道大会 11 月 25日 
桃園弓道場 
参加者 75名 
矢渡 
射手 大原 壽矢子 
介添 吉田 恵子   

長友 かほる 

前日の小雨もあがって日本晴れとなった一日、北九州地区の各道場
から集まった選手による遠的と近的の合計的中数による熱戦が繰り広
げられた。大会は各チーム３人の団体戦と個人戦で、各自６０ｍの遠
的４矢２回と近的４矢２回の計１６射による的中数で競われた。 
団体男子の部①夜宮Ａ(福島忠,山道健史,阿久井基)29 中②場Ａ(白石

睦雄,鍬田厚行,木下剛夫)24 中③倉南Ａ(久保田順一,内木場茂,那
須孝美)24 中 

女子の部①桃弓会Ｂ(熊谷美智代,田代さなえ,鬼木冴子)②小倉南Ｄ
(佐藤チズカ,田中詔子,久保田尚子)③夜宮Ｂ(小野清子,小原知
美,阿久井房江) 

個人称号者の部①福島忠(夜宮)②大原壽矢子(遠賀)③中川俊則(水巻)
④那須孝美(小倉南) 

一般男子の部①白石睦雄(的場)②村田章(同)③三宮幸徳(行橋)④山道
健史(夜宮)⑤中西浩二(小倉南) 

一般女子の部①久保田尚子(小倉南)②飛彈紀子(勝山)③佐藤チズカ
(小倉南)④田代さなえ(桃園)⑤井手憲子(夜宮) 

指導者養成講習会 
(四,五段) 
 

12 月 2日 
夜宮弓道場 
参加者 39名 
矢渡  
射手 増田 俊博 
介添 角屋 俊之 

久保田順一 
主任講師 増田俊博 
講師   戎 政實 

大原壽矢子 

寒さの厳しくなった師走の時期、春に続いて今年度二回目の四,五段
指導者養成講習会が行なわれた。最初に礼記射義,射法訓唱和を村田初
雄受講生の先導で行なった。矢渡し終了後に介添の講評が行なわれた。 
今回の講習は全日本弓道連盟の規定による作法の確認、基本に忠実

な体配と所作。各自一本ずつ的に矢を射た後、的前で遠近法の順位決
定の実習を行なった。矢の遠近を判定する役、矢を指示通りに抜いて
矢を運ぶ役に渡す役、矢を射場に運ぶ役に別れ、統一見解に沿った正
しい判定,持ち方,運搬方法を学んだ。 
昼食を挟んで、全員を各班に分けて、順番に取り懸けの間合いによ

る五人の持的坐射礼を二回行った。今後、称号者になって初心者を含
めて指導をするためには、持ち的坐射礼は必須の作法であり、全体の
息合いや所作の統一など、その場で注意や指導がされた。 
この経験を自分自身への戒め、更に自分の所属道場へ伝えるための

貴重な講習会となった。 
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第 24回 
市民総合ｽﾎﾟｰﾂ大会 
弓道大会 

10 月 8日 
福岡武道館弓道場 
参加者 274 名 
矢渡 
射手 吉弘 正敏 

平和台陸上競技場を道衣、袴姿で入場行進をし、総合開会式参加した
後、武道館弓道場へ移動し弓道大会を開催した。 
団体の部①城南区(森本秀樹,大崎常男,田中博志,朝隈敏子,小塚美子) 

②中央区(岡村良彰,川井和彦,安田健一郎,末永公子,冨永博之) 
③博多区(藤田良子,香取敏夫,宮本貞雄,山下友,下河邉正生) 

総合優勝 森本秀樹 
称号の部①佐藤裕計(百道)②宮本貞雄(博多)③大崎常男(城南)④坂田

龍一(早良),小林房江(太宰府),村上佳子(南),朝隈敏子(武道館) 
五段の部①香取敏夫(博多)②大島マキエ(東)③松井光男(飯盛)④安武

直次郎(中央)⑤森山榮一(筑紫野)⑥下川繁治(大野城)⑦冨永博之
(中央)⑧松島博徳(南),朝野和江(西),水落巧(須恵),増山菜緒子
(武道館),森山信代(至道館),中山安男(南),柴田幸子(武道館),柿
木貞子(東),久保雅則(南) 

四段の部①岡村良彰(南)②志垣幸貴(南)③藤田良子④川原信行(東) 
⑤岸川博義(南)⑥川井和彦(至道館)⑦岸川喜美子(南),宮崎恵(百
道),田中博志(西),末永公子(中央)⑪永松宏規(武道館),許斐隆夫
(春日),北野宏行(南),下河邉正生(博多),小塚美子(城南) 

弐、参段の部①勝野耕太郎(春日)②藤定沖(西)③相川由紀(東)④後藤基
生(中央),山下友(博多),原田ミカエラ(東),野口美幸(至道館),黒
瀬悦子(城南),末永伸一(早良),大辻智之(太宰府),濱地弘信(城
南),中村聖一(春日),倉富茂親(城南)⑭西園真理子(至道館),大野
一則(南),平川研一郎(南),福島公雄(至道館) 

初段以下の部①松行葉子(百道)②安田健一郎(中央)③森健吾(中央)④
高瀬小百合(中央)⑤吉松隆(須恵)⑥森本フミエ(南)⑦川原ツタエ
(南)⑧下川ミエ(中央)⑨原口千晶(中央),渡邉博之(中央),竹井一
夫(南)平田和香子(中央),上田美穂子(飯盛),秋丸美江(中央),緒方
充(早良),田中麻里(早良) 

第 48回梅崎杯射会 
 

11 月 3日 
博多の森弓道場 
参加者 162 名 
矢渡 
射手 吉弘 正敏 
介添 木脇 まゆみ 

三苫 登紀子 

梅崎保先生によって始められたこの射会は、弓道の普及振興に大きく
貢献した。最近は参加者が増え四矢の同時打ち起しの慌しい射会となっ
ていたため、昨年より五段以上と四段以下の射会に分割し、一手三立の
坐射で実施している。 
総合優勝 大坪好子(南) 
称号の部①吉田隆(中央)②宮本貞雄(博多)③酒井加世子(福津)④古賀

壽夫(百道)⑤平川泰博(武道館)⑥中村幸一(中央)⑦坂田龍一(早
良),木脇まゆみ(西),大重文子(武道館),三宅竜哉(須恵),鎌田英志
(西),宮本澄子(博多),梅田哲弘(宗像),古賀誠(甘木),永吉加代子
(須恵) 

五段の部①伊佐エツ子(早良)②永富聖徳(宇美)③梅林洋子(城南)④大
島マキエ(東)⑤森山榮一(筑紫野)⑥富永博之(中央),香取敏夫(博
多),石橋高子(早良),和田拓之(中央),桑原千佳代(福津),横山国治
(博多),安武直次郎(中央),荒木正勝(春日),三角一人(糸島),前越
里恵子(城南),朝野和江(西),毛利幸男(太宰府),田中和江(筑紫
野),古賀美幸(城南),小野澄子(南),徳重美恵子(宇美),波多江正俊
(至道館),柿木貞子(東) 

優秀賞 称号者 大坪好子、五段 伊佐エツ子 
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第 2回 
福岡地区長杯射会 
 

11 月 4日 
博多の森弓道場 
参加者 161 名 
矢渡 
射手 吉弘 正敏 
介添 木脇 まゆみ 

三苫 登紀子  

梅崎杯射会の参加者が多くなったため、昨年より始めた四段以下を対
象にした射会を一手三立の坐射で射会を実施した。 
総合 優勝 上村由枝(春日) 
四段の部①筒井博幸(西)②作井沙恵子(博多)③渋田智佳子(古賀)④永

松弘規(武道館)⑤山田剛(粕屋)⑥森本秀樹(中央)下川幸子(南)、井
上信一(南),本山明人(百道),志垣幸貴(南),福田牧子(須恵),⑫吉
田厚子(博多),木下英子(太宰府),藤田良子(南),北野宏行(南),青
木俊一(西),井川健一(南) 

弐、参段の部①若松恵(宗像)②高野晃平(早良)③前山義春(粕屋)④末永
麻美(春日)⑤松浦幸子(大野城)⑥勝野耕太郎(春日)⑦安井八重子
(南)⑧植田正男(西),有岡美津子(太宰府),早田豊(那珂川),川邊眞
澄(西),岩永重久(西),平尾静香(西),末永伸一(早良),田中純子
(南),與田孝子(西),相田由美(西) 

初段以下の部①古賀三朗(糸島)②金子祥子(春日)③高岡弘恵(中央)④
福井美樹(中央)⑤上野英三(中央)⑥澤田麻利子(東),岡田智士
(西),森健吾(中央),安田健一郎(中央),森本智美(春日),坂本和美
(中央),原田宣宏(南),川原ツタエ(南) 

優秀賞 四段；下川幸子、弐参段；高野晃平、初段以下；坂本和美 

第 45回 
福岡女子弓道大会 
 

11 月 23日 
博多の森弓道場 
参加者 229 名 
矢渡 
射手 朝隈 敏子 
介添 宮本 澄子 

村田 克江 

四矢二立の競技を開始した。 
総合優勝  朝野和江(西) 
称号の部①宮本澄子(博多)②藤田由美(太宰府)③村田克江(東)④下村

理智子(粕屋),福地しづか(中央),永吉加代子(須恵) 
四、五段の部①上村由枝(春日)②作井沙恵子(博多)③信国奎子(武道館)

④鈴木尚代(西)⑤伊佐エツ子(早良)⑥田中節子(至道館)⑦梅崎真
弓(須恵),柴田道子(武道館)江藤ルミ子(東),吉田厚子(南),⑪渋田
智佳子(古賀),竹内涼子(太宰府),片山栄子(至道館),香月和子
(南),木下英子(太宰府),林香保里(早良),織田エツ子(城南),鈴木
祝子(武道館),山下ヒデ子(古賀) 

初～参段の部①安山美恵子(宗像)②松浦幸子(大野城)③河野ほの香(福
岡高)④宮崎美恵子(東)⑤田中純子(南),中富萌花(城東高)⑦岡美
里(福岡高),上田菜摘(朝倉高),井上つばさ(粕屋),寺島夕貴(博
多),鍋田真由美(至道館),河原明子(太宰府),安井八重子(南)⑰鍋
島美里(福岡高),中溝章(南),中島貴美子(筑紫野),湯川周子(甘
木),須尭さち子(百道),梶谷幸子(宗像),森本智美(春日),藤本多加
(大野城) 

無段の部①吉山綾香(大濠高)②森本フミエ(東)③中原彩音(城東高)④
佐田美 
咲(朝倉高)⑤中島愛理(福岡高)⑥荒巻友里恵(城東高)⑦石井咲桜 
子(福岡高)⑧伊藤璃乃(福岡高),中野有佳子(福岡高),毛保彩花音 
(城東高),棈松美帆(大濠高),上園巳桜(城東高),山本翠香(城東 
高),吉野晴夏(朝倉光陽高),吉村香織(福岡高),吉崎美月(福岡 
高),大谷綾佳(福岡高),濱崎美波(修猷館高),御厨悠化(福岡高) 
渡辺葵(須恵),木下晃(朝倉高),田邊みゆき(早良) 

福岡地区納射会 
五段以上昇段者披露 

12 月 2日(日) 
博多の森弓道場 
参加者数 330 名 

総合優勝 持田剛司(糸島) 
称号者の部①永吉加代子(須恵)②早瀬浩③橋本憲人仁④品川和子(百

道) 
五段の部①水落巧(須恵)②伊佐エツ子③土屋真由美④縄田千春(宗像) 
四段の部①岸川博義(南)②山田一一③吉田エリ④三苫善一(筑紫野) 
弐,参段の部①勝野耕太郎(春日)②高野晃平③藤原 
初段以下の部①澤田麻利子(東)②田部一美③渡邉博之④川原詩織(博

多) 
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第 42回高良大社 
くんち奉納弓道大会 

10 月 8日 
高良大社境内仮設弓
道場 
参加者 235 名 
矢渡 
射手  水田英敏 

今年も恒例の小笠原流百手式の奉納が執り行われた。男性は直垂(ひ
たたれ)、女性は水干(すいかん)という装束をまとい、射手 10名が雨垂
れにて矢を放った。 
個人  総合優勝 田久保誓(唐津工) 
高校女子の部①吉野晴夏 (朝倉光陽)②富田美里(久留米筑水)③生野萌 

(久留米筑水) 
一般女子の部①藤野小百合(久留米)②中島由美子(久留米)③田原寿子 

(諸富)④中原洋子(北野)⑤中村真美 (北野) 
高校男子の部①野﨑翔眞(唐津工)②下見悠輔(唐津工)③堤正博(三池

工)④江﨑航大(有明高専)⑤森晃輝(久留米高専) 
一般男子の部①鎌田修治(八女工業)②田原則夫(諸富)③木下明(久留

米)④内林久雄(久留米)⑤草場保文 (小郡) 

第 26回 
柳川市長杯白秋祭 
弓道大会 
 

10 月 28日(日) 
柳川市民弓道場 
参加者  293 名  

一   般 82名 
高校生 211 名 

矢渡 
射手 野口 毅 
介添 笹原 小巻 
   堤  敏之 

団体高校の部①多久高校Ａ(野田哲也,伊達史貴,渕上隆誠)②伝習館Ａ
(大塚 遼太,園田俊介,坂元映悟)③八女工業高校Ａ(山浦勇輝,平
田佑,松藤陽哉) 

団体一般の部①長洲弓友会(荒木守,立山義人,中西義雄)②善心館(佐々
木敏信,佐々木眞理子,穐山善次)③ＨｋＴ(波多江直行,古賀みえ,
高橋洋子) 

個人の部高校男子の部①大塚遼太(伝習館Ａ)②渕上隆誠(多久Ａ)③矢
野尾左山(伝習館)④松藤陽哉(八女工業高校Ａ)⑤野﨑翔眞(唐津工
業Ｄ)  

高校女子の部①西江晴華(福島高校チーム弐)②木下遥香(佐北Ｅ)③中
野理絵(唐津工業Ｃ)④峯朋香(八女農業Ａ)⑤栗山千諒(佐北Ｂ) 

一般男子①松崎保元(八女弓道会Ｂ)②荒木守(長洲弓友会)③柿原浩一
(大牟田市弓道連盟Ｂ)④戸川司郎(柳川弓道会)⑤田中誠一(瀬高弓
道会Ｂ) 

一般女子の部①高橋洋子(ＨｋＴ)②樺島小夜子(瀬高弓道会Ａ)③中村
友紀(北野弓友会④中島彰子(八女弓道会Ｃ)⑤柿原孝子(大牟田市
弓道連盟Ａ) 

大会の模様：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。団体競技は３人チーム四ツ矢二立、計２４射で競われ、一般の
部は長洲弓友会チーム(１５中)、高校の部は多久高校Ａチーム(１８中)
がそれぞれ部門優勝しました。 
 また、高校の部,多久高校Ａチームが最高的中で総合優勝に輝き、柳
川市長杯が授与されました。 

熊野神社 
奉納弓道大会 
 

11 月 3日 
熊野神社境内 
 屋外射場 
参加者 106 名  
矢渡 藤木 政義 

秋空の下、宮司さんから全員お祓いをうけ、参拝客の応援も sあり和
やに競を行なった。 
団体の部①大弓連Ｆ②三池高校Ａ③大弓連Ｅ 
個人女子①冨永友美(大弓連)②荒木千鶴子(大弓連)③松藤真由美(大弓        

連) 
個人男子①鎌田修冶(大弓連)②天ヶ瀬紀昭(筑後弓連)③松尾知哉(三池

高)   

筑後地区 
ねんりんピック弓道大会 

11 月 7日 
久留米市弓道場 
参加人数 48 名 
最高齢者：86歳 

①原口政則(小郡)②白水福美(小郡)③園木和子(小郡)④高尾義夫(小
郡)⑤内林久雄(久留米)⑥原田幹雄(小郡)⑦野上寛五郎(小郡)⑧永田昭
利(小郡)⑨原竹博泰(小郡)⑩福原由美子(久留米) 
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第 43回 
青少年武道大会 
(弓道の部) 

11 月 11日    
大牟田延命弓道場  
参加者 136 名 
矢渡 
射手 藤木  政義  
介添 笹原  小巻  
   鶴田千代子 
 
  
 

 青少年の健全育成と武道の発展を願って市内のボランテァ団体等の
協賛を得て毎年開しているもので、今年は大牟田経済倶楽部の担当で行
った。3名団体戦四矢二立、決勝は上位四チームによるトーナメント。
男子団体 
①大牟田高校Ｃ②大牟田高校Ｂ③三池高校Ｃ大牟田高校Ａ 

女子団体 
①大牟田高校Ｈ②三池高校Ｈ③ありあけ新生Ｂ③大牟田高校Ｇ 

個人男子 
①青島嵩(有明高専)②百武祐樹(大牟田高校)③堤正博(三池工業高) 

個人女子 
①野田千尋(三池校高)②新堀 萌(大牟田高)③竹山幸那(三池高校)  

最高的中賞 
  男子の部 青島嵩(有明高専)   
  女子の部 野田千尋(三池高校) 

第 40回 
久留米ほとめき弓道大会 
 

11 月 25日 
久留米市弓道場 
参加者 110 名 
矢渡  
射手 水田 英敏 
介添 奥田 弘子 

原 奈緒美 

5名団体の団体戦のみの大会。決勝は 8チームのトーナメント。今回
は、40回記念として、最高的中賞を設けた。 
 ①久留米 C(山下智子,大石利香,小川菜奈聖,赤穂貴子,池田裕一郎) 
 ②久留米 A(高倉幸治,坂井剛憲,中島由美子,江口慎一,藤野小百合) 
 ③小郡 B(白水福美,田中守,馬場洋,福田孝幸,古賀和敏) 
 ④筑後誠道館(黒岩るみ子,森田信利,平九州男,畠中光幸,坂井義則) 
最高的中賞 江崎寛 
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� 平成 24 年 11 月 8 日   

故 境静二先生 (教士六段  享年 83 歳) 

� 平成 24 年 12 月 11 日  

   故 森永良雄先生(範士十段  享年 101 歳)(名誉会長) 

 

 謹んで先鋭のご冥福をお祈りいたします。 

 

(注)10 月 1 日から 12 月 3１日までに県連事務局に連絡のあった物故者(称号者) 


