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 第 8 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25年 7月吉日 

� 福岡地区福岡地区福岡地区福岡地区    

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    

平成 25年 

宇美八幡宮春季大祭

奉納弓道大会 

4月 15日（月） 

矢渡 

射手 最高齢者 

柴田 實夫 

介添 藤木 京子 

    辻 由美子 

福岡近隣のシニア弓道愛好家を集めて「宇美八幡宮春季大祭奉納弓道大

会」を宇美町体育協会弓道部の主管で開催。晴天にも恵まれ、最高齢の 91

歳の選手をはじめ 80歳代の選手 12名等、総勢 112名の参加で開催された。 

競射会で選手は日頃の成果を十分に発揮せんと無心に的を見つめ、次々

に矢を放って的中の音を楽しみながら和気藹々のうちに奉納弓道大会を終

えた。 

松の部（男性 72歳以上の部） 

①橋本 憲仁（須惠）② 白石 睦雄（的場池）③ 中嶋 邦生（宇美） 

④小俣 近宏 (香嶽館） 寺崎 正躬 (筑前町）本郷 寅男（粕屋） 

国本 京植（香嶽館） 田中 茂夫（筑前町） 

「梅の部」（女性 60歳以上の部） 

① 浜田 綾子（古賀）② 田中 アヤ子 (武道館） 

③ 榊原 綾子（久留米） 

④ 緒方 明美 (的場池）⑤湯沢 富貴（城南） 

「竹の部」（男性 65歳以上 71歳までの部） 

① 永田 昭利(小郡）② 土井 一正 (太宰府）③ 中川 勝人（早良） 

④ 永谷 道昭(古賀）⑤ 江﨑 寛（久留米）        

                                                            

福岡地区 

弓道近的選手権大会 

 

4 月 28日 

博多の森弓道場 

参加者 281 名 

矢渡 

射手 吉弘正敏 

介添 中村光子 

谷口由美子 

一手２立の予選を行い２中以上が射詰決勝へ進んだ。 

男子の部 

①松島博徳（南）②松崎高（粕屋）③宮本貞雄（博多） 

④北口弘幸（粕屋）⑤中嶋邦生（宇美）⑥後藤基生（中央） 

⑦今村臣理（東）山口道男（博多）井上慎也（太宰府）岡村良彰（南）

内山守（筑前）久保雅則（南）松尾修（太宰府）⑭渡邉博之（中央）山

本耕一（筑紫野）福島公雄（至道館）神代晃（筑紫野）中川勝人（早良）

安田周一（中央）森下啓太郎（中央）杣木守（太宰府）佐藤裕計（百道）

古賀健治（東）中村幸一（中央） 

女子の部 

①田中節子（至道館）②井上つばさ（粕屋）③岡村純子（南） 

④須堯さち子（百道）⑤古賀美琴（城南）⑥湯川周子（甘木） 

⑦黒木由香美（早良）山下ヒデ子（古賀）瀬尾凉子（博多）田中恵美子

（大野城）⑪正林千穂子（春日）坂本悦子（太宰府）安山恵美子（宗像）

田口多美江（東）飯田由紀子（宇美）森恵美子（粕屋）浜田綾子（古賀）

織田エツ子（城南）中村黎子（宗像）村上佳子（南） 
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平成25年 7月吉日 

第 63回 

西日本弓道選手権大

会 

 

 

5 月 12 日 

博多の森弓道場 

参加者 657 名 

矢渡 

射手 久恒政雄 

介添 中村幸一 

新徳久男 

 県内は許より広島、山口、愛媛、鹿児島、大分、佐賀からも 650 余名の弓友

が集まり標記大会を開催した。西日本新聞社前田史朗部長の主催者挨拶、久恒

政雄福岡県弓道連盟会長の挨拶の後、矢渡しを行なった。一次予選は 5名チー

ムで各自四矢 1立を行い 11中以上が二次予選へ進み、各自一手で 6中以上が

決勝へ進んだ。決勝は各自1射し、的中上位より順位を決定した。個人は 1次

予選の四射皆中者（敢闘賞）が二次予選へ進み、一手皆中者（殊勲賞）が射詰

決勝へと進んだ。 

団体の部 

①日本経済大学Ａ（田中拓也、佐藤哲太、山口純平、小池勇也、堤成考） 

②ダイキ（北風磨理、小早川貴子、原田喜美子、山内絵里加、安部峰康） 

③福岡獅子奮迅会Ａ（大藪巧、森下啓太郎、川崎悠貴、山道健史、原口勝利） 

④酔弓会（梅木慶子、植村遼香、松山新、森本秀樹、坂元恭二） 

⑤福岡大学Ａ（渡邉正憲、池田享平、川東雄太、野村果保、上村紅葉） 

個人の部 

①吉田耕平（鹿島実業ＯＢ）②原口勝利（福岡獅子奮迅会Ａ） 

③田中拓也（日本経済大学Ａ） 

殊勲賞 田中拓也、原口勝利、勝野耕太郎、野田吾良、靍田将司、吉田耕平、 

本田雄、古賀祐太郎、戸梶栄子、山尾吉治▽敢闘賞片山栄子、安部峰康、 

橋本英里、坂元恭二、副島良、椋田孝行、瀬尾凉子、和田俊樹、渡辺陽平、 

坂本豪、伊野由華、平川泰博、信国奎子、森田武弘 

第 24回 

福岡地区 

道場対抗弓道大会 

5月 26日 

博多の森弓道場 

参加者 487 名 

矢渡 

射手 古屋順子 

介添 前川喜代子 

小野澄子 

矢渡しの後競技を開始した。団体戦は 5 名チームで一手と四矢を各自一回

計 6射の的中上位 16 チームによる決勝トーナメントを行なった。個人は 6 射

5 中以上を表彰した 

団体の部 

①早良Ａ（黒木由香美、中川勝人、林香保里、公文保則、深見恭行） 

②大野城ビック（松田康裕、井上勲、下川繁治、中牟田保、柴田珠美） 

③筑紫野Ｂ（瀬戸口史朗、岡崎秀煕、金子悦子、谷川和子、平橋功） 

③粕屋Ａ（松崎高、森山榮一、井上つばさ、森恵美子、梅田明宏） 

個人の部 

 持田剛司（糸島）、福山達也（西）、永井一成（城南）、中川勝人（早

良）、伊藤明善（宝珠山）、志垣幸貴（南）、久保雅則（南）、 

瀬戸口史朗（筑紫野）、勝野耕太郎（春日）、井上慎也（太宰府）、 

岡村純子（南）、重住恭輔（南）、松浪榮（中央）、熊谷圭三（春日）、 

瀬尾重洋（博多）坂本雅孝（東）、橋本憲仁（須恵） 
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平成25年 7月吉日 

� 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    

平成 25年度 

筑後地区弓道大会 

 

5 月 6日 

久留米市弓道場 

参加者 111 名 

矢渡 

射手 水田英敏 

介添 椛島雅清 

新谷将史 

矢渡し後、競技を開始した  

総合優勝  青木俊一郎(八女) 

称号者の部 

①坂田直美(大牟田)②岡隆弘(柳川)③白水隆資(小郡)④北重晴(大牟

田)⑤藤野小百合(久留米)⑥猪口正博(北野)⑦高尾芳樹(瀬高)⑧播广屋

茂(筑後)⑨池田裕一郎(久留米)⑩椛島雅清(高田)⑪江口慎一(久留

米)⑫堤直行(柳川) 

四・五段の部 

①青木俊一郎(八女)②山下智子(久留米)③坂井義則(筑後)④中村泰二

(八女)⑤清松和也(大川)⑥坂井剛憲(久留米)⑦中島彰子(八女)⑧坂田

直也(大牟田)⑨東野隆雄(久留米)⑩脇田篤(北野)⑪漆川眞弓(大牟

田)⑫大石敏明(大牟田)⑬河口直美(瀬高) 

参段以下の部 

①古賀和敏(小郡)②馬田洋(小郡)③西村政廣(八女)④松尾恵一(八

女)⑤吉開和生(瀬高)⑥富永尚武(筑後)⑦中村真美(北野)⑧森北信次

(筑後)⑨吉田和子(八女) 

第 48 回  

久留米市長杯争奪弓

道大会 

 

 

6 月 2 日 

久留米市弓道場 

参加人数 247 名 

矢渡 

射手 水田英敏 

介添 播广屋茂 

江口慎一 

 

団体の部 

①AVG86 (古川裕己,坂上雄一,首藤浩太朗)②的場 A (村田正明,立畠

潤一郎,岩井一秀)③夜宮 A (林理一郎,簑原伸二,阿久井房江)  

個人 総合優勝 首藤浩太朗(AVG86) 

一般男子の部 

①簑原伸二(夜宮)②平田 (佐賀大学)③中山貴弘(三菱化学黒崎)④村田

正明 (的場)⑤宮本康平(春日市)⑥船崎優(春日市)⑦金丸順二(的場)⑧

江田大成(久留米大学御井)⑨草場保文(小郡)⑨畠中光幸(筑後市)⑨猪

口正博(北野)⑨江口慎一(久留米)⑨林陽一(久留米)⑨髙尾義夫 (小

郡)⑨立畠潤一郎(的場)⑨岩井一秀(的場)⑨林理一郎(夜宮)⑨古川裕己

(AVG86)⑨坂上雄一(AVG86)⑨末永辰実(チーム水門)⑨内林久雄 (久留

米)⑨岡村良彰(福岡南)⑨原口洋(綾鷹)⑨井本太輔(綾鷹)⑨重松和人

(久留米)⑨本田雄(大三弦)⑨古賀祐太郎(大三弦) 

一般女子の部 

①一ノ瀬彩実(佐賀大学)②大石瓊代(小郡)③阿久井房江(夜宮)④森田

晃子(久留米)⑤大石利香(久留米)⑤関涼子(福岡中央)⑤中村真美(北

野)⑤今津正子(久留米)⑤中村千鶴(久留米)⑤平田和子(小郡)⑤園木和

子(小郡)⑤岡村純子(福岡南)⑤御原照美(北野)⑤柴原千明(AVG86)⑤山

下智子(久留米)⑤朝野和恵(チーム福岡)⑤藤野小百合(チーム福岡) 

高校男子の部 

①松藤陽哉(八女工業)②乗富貴裕(筑水)③江島大史(大牟田)④木下慶

一(八女工業)⑤池上太生(三池工業)⑥杉本紘基(大牟田)⑦村上竜太(三

池工業) 

高校女子の部 

①本村千晶(大牟田)②新堀萌(大牟田)③日野苑子(筑水)④伊藤彩(福

島)⑤堤愛花(福島) 

 

 

 

 

 

 

 

 

訃報訃報訃報訃報    

� 平成 25 年 4 月 15 日   

故 永田 栄子先生 (錬士五段  享年 53 歳) 

 謹んで先生のご冥福をお祈りいたします。 

(注)4 月 1 日から 6 月 30 日までに県連事務局に連絡のあった物故者(称号者) 


