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 第80号福弓連   広広広広        報報報報            福岡県弓道連盟広報委員会

平成 26 年 1 月吉日 

� 福岡県弓道連盟会長年頭福岡県弓道連盟会長年頭福岡県弓道連盟会長年頭福岡県弓道連盟会長年頭のののの挨拶挨拶挨拶挨拶        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  第第 4466 回回全全日日本本女女子子選選手手権権大大会会にに見見事事優優勝勝をを果果たたしし、、皇皇后后盃盃をを拝拝受受ししたた。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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    

【東京】 
特別臨時中央審査 

12月 22.23日 
中央道場 

錬士 39名合格（内、福岡県１名合格） 
原竹博康（筑後地区） 

九州弓道連合審査 12月 1日 
福岡武道館 

合格者 11名の内、福岡県 6名合格 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

『年頭所感』 

明けましてお目出度うございます。 

 

会員の皆様は希望に満ちた新春をお迎えになったことでしょう。 

去年は後半になって、全会員待望の女子選手権優勝、皇后盃本県に到来、最高段位合格者出現

など、女子会員の目覚ましい活躍があり福岡県は一気に活気づいた感があった。 

 今年はこの勢いを男子にも拡げて、更に大きく飛躍してもらいたいと期待している。 

 日本武道は世界でも稀な貴重な存在である中でも、その正しい伝統を頑なに守り続けているの

は、弓道だけではないだろうか。他の武道が時流にあって、次第に変貌していくのを見ると、弓

道の素晴らしさが益々際立ってくる。この世界に於いて希有な存在に気付く外国人もいて、時代

の流れとして国際化は避けられないかもしれない。 

 だが我々は、安易にこれに応じてはならない。熱心に国際化を進め、世界の武道になったが、

その本質を失って、どちらが本家か分からず正に廂を貸して母屋を取られた程の武道もある。弓

道はこの前車の轍を絶対踏まないようにしなければならない。 

 年頭にあたり弓道人として、更に強い覚悟をもって、弓道の正しい発展に臨みたいものである。 

                             元旦   

福岡県弓道連盟会長 久恒政雄 

 藤野小百合教士七段が、平成25年 11月 26日福

岡県庁に出向き小川知事に受賞を報告した。 

知事表敬には久恒会長、原淳二南薫小学校校長、

中島事務局長が同席した。 

久恒会長、藤野選手からの報告、知事からの祝辞

のあと、弓に強く興味を示された。小川知事を中

心に、予定時間を越えての歓談の席となった。 

 

報告者 中島孝夫 

教士昇格喜びの声 

昨年八月、【福岡】中央審査で教士に昇格することができました。定年退職を機に弓道を生涯スポーツとして選び、２０年ぶ

りに再開、健康増進と弓道の目標である真・善・美を目指して弓道の眼目を心に置き、日々修練の結果、実を結ぶ事ができまし

た。今に至るまで、諸先輩の先生方から指導をいただいき、厚く御礼を申し上げます。 

これからは、後輩の育成・弓道の普及に自分自身の一層の修練を重ね、次の段階を目指したいと思っております。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

                                      勝山弓道場 大庭忠臣 
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 第80号福弓連   広広広広        報報報報            福岡県弓道連盟広報委員会

平成 26 年 1 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 63回全日本弓道 
遠的選手権大会 

10月 18～20日 
島根県出雲特設会場 
 

県代表 男子 宮本貞雄、佐藤裕計、深見恭行、 
女子 藤野小百合、佐藤チズカ、大島マキエ 
男子、女子共入賞ならず。 

第 62回 
福岡県 
五群対抗射会 

10月 27日 
久留米市弓道場 
参加者名115名 
矢渡  
射手 坂口高精 
介添 今津正子 

坂田直美 
 

各群の代表射礼 河野禎史(警察群)、杉原義勝 (北九州群)、永吉加代子(福岡
群)水田英敏(筑後群)、中川謙治(筑豊群) 

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(128中)②北九州地区群(123中)③筑後地区群(112中)④筑豊地

区群(104中)⑤警察群(69中) 

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 10日 
 
参加者 114名 
北九州市夜宮弓道場 
矢渡 
射手 戎  政實 
介添 安田 和恵 

内木場裕見子 

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小倉南（久保田順一、内木場茂、那須孝美） 
②香春町香嶽館 B（安部文敏、中村保範、小俣近宏） 
③久留米笹りんどう A（水田絹代、今津正子、水田英敏） 
③久留米笹りんどう B（青木精一、林陽一、坂井剛憲） 

個人男子の部 
①中村保範（香春町香嶽館）②白石睦雄（的場）③倉田俊一（西） 
④高橋文夫（小倉南）⑤木下明（北九州市寿楽会）⑥松山道孝（的場） 
⑦水田英敏（久留米）⑧大庭忠臣（勝山）⑨片山保光（至道館） 
⑩安武純隆（的場）⑪留川正（福岡中央）⑫岩本吉正（的場） 
⑬坂井剛憲（久留米）⑭小俣近宏（香春町香嶽館）⑮池田節雄（的場） 
⑯山手康雄（小倉南）⑰橋本憲仁（須恵） 

個人女子の部 
①秋武洋子（芦屋）②阿久井房江（夜宮）③内木場裕見子（小倉南） 
④今津正子（久留米）⑤宮本須磨子（直方）⑥末永公子（福岡中央） 
最高齢者賞（男子）板楠正也（小倉南）87 歳 
最高齢者賞（女子）矢頭三代子（勝山）84 歳 
高齢者賞  1 湯越繁幸（北九州市）2中村保範（香春町香嶽館） 

3 小俣近宏（香春町香嶽館）4保崎進（勝山） 
5 白石睦雄（的場）6池田節雄（的場）7吉弘正敏（福岡南） 
8 町野久子（的場）9早川眞吾（宇美）10 後藤健夫（太宰府） 
11 中田勇三（香春町香嶽館）12 早川和子（宇美） 
13 堀信明（直方）14 大野晃一（香春町香嶽館） 

故 範士十段 
森永良雄追悼射会 
 

11 月23 日（土） 
久留米市営弓道場 
参加者 151名 
ご遺族 5 名 
連盟会員 149 名 
矢渡 
射手 久恒 政雄 
介添 小林 裕子 
   酒見 京子 

平成 24 年 12 月 11 日に 101 歳で亡くなられた全日本弓道連盟顧問、福岡県弓
連盟名誉会長範士十段森永良雄先生の追悼射会を地元久留米市で、ご長男夫妻
をはじめとした御遺族も出席されて開催した。矢渡しの後、朝隈敏子、坂口高
精、戎政實、吉弘正敏の副会長による代表射礼を行ない、御遺族へ記念品をお
贈りした。御遺族を代表して森永和男様より感謝のお言葉が述べられた。直会
の後参加者全員が森永先生の教えを胸に、一手射礼を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久恒政雄県連会長の矢渡し 
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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４６回秋季道場対抗射会 
 

10 月 6日（日） 
田川市弓道場 
参加者 45名 
矢渡 
射手 教士六段 

中川 謙治  
介添 小俣 近宏  

  中田 勇三  
 

一手礼射、競 技 三人立ち 二射場 四矢二立 立射 
団体の部  
①日王楓 （森藤アケミ四段・井上富恵四段・原口勝利五段） 
②一鷲会Ｃ（今村  浩二段・福田良人五段・石橋博勝錬六） 
③鞍 手 （堀  康司四段・西村常隆五段・石橋孝子教六） 

称号の部 
①小俣近宏（香春町）②吉田治美（田川市）③徳光白達（飯塚市） 

男子の部 
 ①原口勝利（福智町）②福島敏幸（直方市）③東田義文（田川市）         
女子の部 
 ①半田陽子（福智町）②森藤アケミ（福智町）③倉池千賀子（直方市） 
最高的中賞  原口勝利（福智町） 
射技努力賞  五段以上 吉田治美（田川市） 
       四段以下 今村 浩（飯塚市） 

第 31回飯塚市長杯 
争奪弓道大会 
 

11 月 3日（日） 
飯市市弓道場 
参加者 84チーム 

252 名 個人 7名 
合計 259 名 
矢渡 
射手 錬士六段 
   花村 憲次  
介添 辻田 直哉  

 梅本 靖雄  
 

 

競技  四矢二立    
個人総合優勝 大藪 巧（八女弓道会Ｂ） 
団体の部 
   ①八女弓道会Ｂ（大藪 巧・荻野裕美・小笠原茂） 
   ②ＡＶＧ８６桃太郎 ③嘉穂高校Ａ   
個人 
一般男子の部 
 ①大藪巧（八女弓道会Ｂ）②坂上雄一（ＡＶＧ８６桃太郎） 
 ③古川裕巳（ＡＶＧ８６桃太郎）④原口勝利（日 王 楓） 
 ⑤小笠原茂（八女弓道会Ｂ） 
一般女子の部 
 ①吉田啓子（日 王 楓）②柴原千明（ＡＶＧ８６Ｖ） 
 ③山本由美子（直方くらじの君Ｃ）④金子由里子（中央Ｂ） 
 ⑤荻野裕美（八女弓道会Ｂ） 
高校男子の部 
①渕上壮太（嘉穂高校Ａ）②林理空（直方高校Ｅ） 

 ③清藤亮太（嘉穂高校Ｆ） ④安藤創英（嘉穂東高校Ｆ） 
⑤吉村勇志（直方高校Ａ） 

高校女子の部 
①矢野優香（鞍手高校Ｄ）②田子森日向子（嘉穂高校Ａ） 

 ③空閑 寧（嘉穂東高校Ｉ）④花元佳月 （嘉穂高校Ａ） 
⑤江田志保（直方高校） 

第 22回筑豊地区 
女子弓道大会 
 

11 月 10日（日） 
飯塚市弓道場 
参加者 77名 
矢渡 
射手 教士六段 
   舛田 真理子 
介添 村吉 光子 

 岩村 昌美 

演 武 吉田啓子（錬士六段）山本由美子（錬士五段）永江ミサ子（錬士五段）
藤岡利恵子（錬士五段）吉田治美（錬士六段） 

競 技 四矢二立 立射 
無段の部  
①片山佳栄（直方高校）②堤 恋（嘉穂高校）③栗田美波（鞍手高校） 
④熊本佳純（嘉穂高校）⑤行實麻佑（鞍手高校） 

有段の部 
①舛田真理子（田川道場）②吉田治美（田川道場）③石橋孝子（鞍手道場） 
④佐伯照美（直方道場）⑤池田真緒 （鞍手高校） 

会長賞（全員射詰で決定）小川舞子（嘉穂東高校） 
敢闘賞 矢野優香 （鞍手高校） 

筑豊地区納射会 
 

12 月 1日（日） 
田川市弓道場 
参加者 49名 
矢渡 
射手 教士六段 
   石橋 貴子   
介添 村吉 光子  

岩村 昌美  
 

礼射  五人立 1射場 
競技  四人立 2射場  一手・四立・坐射   
称号者の部 
 ①中川謙治（田川市）②有馬英俊（嘉麻市）③加生末男（田川市）    
男子の部 
 ①坂木敏雄（田川市）②福田良人（飯塚市）③原口勝利（福智町）        
女子の部  
①佐藤友美（田川市）②上川たみえ（直方市）③倉池千賀子（直方市） 

選手権（会長賞） 
 中川謙治（田川市） 
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第 13回福智町弓道大会 
 

 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）④AVG86 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（AVG 86 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) 

    

� 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    

第 51回北九州市民体育祭 
弓道大会 
 

10 月 14日 
市立夜宮弓道場 
参加者 199名 
矢渡 
射手 戎  政實 
介添 蓑原 伸二 

岸本 昇 
 

各地でスポーツの祭典が催された体育の日、北九州でも市民体育祭弓道大会
が開催された。）の後、四矢一立ちで競う団体戦・個人戦を行なった。 
団体の部 
一般男子 ①小倉南Ａ（内木場茂・庄山幸光・那須孝美） ８中 

②小倉南Ｂ（中西浩二・今次司・松本忠）   ７中 
③九歯大Ａ（村田一将・美濃部真司・森田修平）７中 

一般女子 ①小倉南Ｆ（湯浅千恵・小野田深雪・橋口恵子）６中 
②小倉南Ｅ（花畑佳子・那須悦子・内木場裕見子）６中 
③夜宮Ｂ（小野清子・小原知美・阿久井房江）５中 

高校男子 ①戸畑男子Ａ（近藤佑・高山怜史・畑田隆宏）６中 
②小倉南高Ａ（井上祐輔・奥山慎一郎・田村崚太）４中 
③明治学園Ｃ（尾崎裕輝・野崎慎史・山下弦）４中 

高校女子 ①八幡南Ａ（青柳智美・金井柚樹・脇坂綾香）５中 
②小倉西Ａ（政所歩・村上佳菜子・石田礼奈）５中 
③小倉南高Ｃ（安永知穂・山口愛理・村上桃佳）４中 

個人 
男子の部 ①西野雄晴（北九連ＯＢ）４中 ②今次司（小倉南）４中 

③畑田隆宏（戸畑男子）４中 
女子の部 ①坂口雅佳（九歯大）３中 ②秋永美里（育徳館）３中 

③那須悦子（小倉南）３中 

高倉神社秋季大祭 
奉納弓道大会 
 

10 月 13日 
岡垣町高倉神社弓道場 
参加者 74名 
矢渡 
射手 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。競技は、参加者の年齢で松組、竹組、梅組に分かれて個人戦を行うもの。
最初に奉納礼射一手、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上野勝美（若松）５中 ② 川原正訓（岡垣）５中 ③篠原邦彦（中間）３
中④江口征夫（岡垣）３中 ⑤梅田哲弘（宗像）３中 

竹組 
①岩井美智子（中間）５中 ②赤星智（的場池）４中 ③井畑和子（夜宮）
４中４位：森祐司（三菱マテリアル）４中、５位：安山恵美子（宗像）３中 

梅組 
①林晃市郎（夜宮）５中 ②高橋昭一（岡垣）４中 ③林理一郎（夜宮）４
中④山本明（三菱マテリアル）４中  ⑤森川靖浩（水巻）４中 
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、昨

年の覇者林理一郎選手（夜宮）が連続で獲得した。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。 
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第 34回勝山弓道大会 
 

10 月 13日 
市立勝山弓道場 
参加者 154名 
矢渡 
射手 安田和恵 
介添  福崎福江 

上田範子 
 

秋を告げる快晴の一日、大分県を含む北九州市内の弓道愛好家が集まって大会
が開催された。四矢２立ちの的中数で競う団体戦・個人戦を行なわれ、団体の
優勝チームには百合野杯が贈られた。 
☆団体の部 
▽団体男子①小倉南Ｃ（有延元宏・高橋文夫・中西浩二）１９中、②的場Ａ（村
田章・首藤憲造・岩本吉正）１８中、③求道勝山会Ａ（大庭忠臣・貞國輝明・
杉原義勝）１５中 

▽団体女子①夜宮Ｃ（小野清子・角屋智子・阿久井房江）１５中、②求道勝山
会Ｍ（桝本敬子・赤木シノブ・大庭順子）１２中、③小倉南Ｅ（花畑佳子・
橋口恵子・久保田尚子）１０中。 

☆個人の部 
▽男子の部①村田章（的場）７中、②桒野民夫（夜宮）７中、③中西浩二（小
倉南）７中、④貞國輝明（求道勝山会）７中、⑤首藤建造（的場）７中、 

▽同女子①小野清子（夜宮）６中、②橋口恵子（小倉南）6中、③福崎福江（求
道勝山会）５中、④大庭順子（同）５中、⑤桝本敬子（同）５中。 

 

第 50回行橋市弓道大会 10月 20日 
行橋弓道場 
参加者 170名 
矢渡 
射手 奥  保幸 
介添 鬼木 優子 

韮沢 知子 

行橋弓道場は昭和３８年に建設され、移転も含めて節目の５０年を迎えた。 
前夜の小雨もあがり、記念の大会にふさわしく、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行橋弓道会 I（岩本佳代子・中富豊・三宮幸徳）１７中 
②的場 GG（白石睦雄・木下剛夫・鍬田厚行）１７中 
③的場 B（四井一成・首藤憲造・岩本吉正）１４中 

個人 
称号者の部 ①尾家弘之（豊弓会）７中 ②那須孝美（小倉南）６中 

③中野剛（中津扇城弓道会）５中 ④貞國輝明(求道勝山会)５中 
⑤筒井道夫（田川弓友会）５中 

有段男子の部 ①大石修裕（ＡＶＧ８６）８中 ②原口勝利（日王）７中 
③中富豊（行橋弓道会）７中 ④東田義文（田川弓友会）７中 
⑤三宮幸徳（行橋弓道会）７中 

有段女子の部 ①湯浅千恵（小倉南）６中 ②鬼木優子（行橋弓道会）６中 
③手嶋裕美子（門司）６中 ④鳥井田葉月（行橋弓道会）５中 
⑤鬼木冴子（桃友会）５中 

無段の部 ①川上ひとみ（門司）４中 ②水野新太郎（門司）４中 
③松村崇宏（三菱マテリアル）３中 

特別賞が満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 3日 
市立夜宮弓道場 
参加者 125名 
矢渡 
射手 戎  政實 
介添 内木場 茂 

久保田 順一 

雨が降り続く生憎の一日、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。 
団体 
男子団体の部 
  ①求道勝山会Ｂ（久保文靖・保崎進・杉原義勝）２２中 

②夜宮 F（福島忠・加藤穀士・阿久井基）１９中 
③行橋弓道会Ａ（三宮幸徳・中富豊・村上幸彦）１７中 

女子団体の部 
  ①小倉南Ｄ（橋口恵子・矢野良衣・花畑佳子）１８中 

②的場Ｃ（白石いくみ・濱律子・竹内みゆき）１５中 
③夜宮Ｄ（小野清子・小原知美・阿久井房江）１４中 

個人 
称号者の部 

①杉原義勝（求道勝山会）９中 ②阿久井基（夜宮）９中 
③樋口達雄（桃弓会）６中 

有段男子の部 
①成迫邦彰（求道勝山会）8中 ②成宮匡（九工大）7中 
③三宮幸徳（行橋弓道会）７中 

有段女子の部 
①福田慶（北九州市立大）７中 ②橋口恵子（小倉南）７中 
③井出憲子（夜宮）７中 

無段者の部 
①宇部田京介（九州共立大）７中 ②紙谷光顕（九州共立大）6中 
③上間拓誠（九州共立大）6中 
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指導者養成講習会（称号者） 
 

11 月 4日 
市立夜宮弓道場 
参加者 32名 
主任講師 増田俊博 
講師 戎  政實 

大原 壽矢子 
矢渡  
射手 戎  政實 
介添 安田 和恵 

内木場裕見子 

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尾家弘之受講生。 
介添の講評後、受講生を持的坐射礼、一つ的坐射礼に分けて射技を行った。 
昼食後に講師二人による一つ的の演武が行われ、全員で見取り稽古を行っ

た。その後、道場を３射場に分けて、近寄せと同じ所作により個別射技指導、
更に審査の要領による仕上げ射が行われた。自分の思っている射形に対して先
生方のご指摘で気づく点も多く、大変有意義な研修となった 
また、弓道の世界は幅広い年齢層が練習や大会でお互いに切磋琢磨するの

で、心肺停止などの事故も想定されるため、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の
訓練を最後に行った。射場に訓練用の人形及びＡＥＤを２セット用意して、夜
宮弓道場の小野清子さんの解説で、受講生に心臓マッサージ、ＡＥＤのパッド
装着及び作動、人工呼吸の仕方を実際に行ってもらった。一度経験することで、
緊急時にいかに正確に手早くできるかが明暗を分けることを各自が理解して、
講習会を終了した。 

道場対抗弓道大会 
 

11 月 24日 
桃園弓道場 
参加者 115名 
矢渡 
射手 大原壽矢子 

秋も深まり肌寒い一日、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遠賀Ａ （近野久幸・川崎悠貴・村田初雄）３１中 
②夜宮 C （山道健史・大石修裕・蓑原伸二）２９中 
③小倉南Ａ（内木場茂・庄山幸光・那須孝美）２７中 

女子の部 
①小倉南D（那須悦子・矢野良衣・内木場裕見子）２４中 
②小倉南F（湯浅千恵・小野田深雪・橋口恵子）２３中 
③小倉南E（久保田尚子・花畑佳子・佐藤チズカ）１９中 

個人 
称号者の部 

①阿久井基（夜宮）１１中 ②那須孝美（小倉南）１１中 ③河野武富（新
日鐵住金）９中 ④内木場裕見子（小倉南）９中 ⑤桒野民夫（夜宮）９中 

一般男子の部 
①川崎悠貴（遠賀）１３中 ②大石修裕（夜宮）１２中  
③中西浩二（小倉南）１０中 ④松本浩一（桃弓会）１０中 
⑤水田剛（遠賀）１０中 

一般女子の部  
①多門一美（芦屋）１０中 ②飛彈紀子（求道勝山会）１０中 
③花畑佳子（小倉南）１０中 ④橋口恵子（同）９中 ⑤花田朋子（的場）
８中 

指導者養成講習会 
（四・五段） 
 

12 月 7日 
市立夜宮弓道場 
参加者 36名 
矢渡 
射手 戎  政實 
介添 久保田順一 

蓑原 伸二 
主任講師 増田俊博 
講師 戎  政實 

大原壽矢子 
補助 原田 瑞枝 
班長 水田剛受講生 

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
法訓唱和を井出憲子受講生の先導で行なった。終了後に介添の講評が行なわれ
た。今回の主題は基本動作の徹底と確認。受講生を各班に分け、取懸けの間合
い、物見返しの間合いに割り振って持的坐射礼を行った。 
称号者になるためには持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を受けた。 
続いて男女の受講生に分かれ、男性は弓を持って執弓の構えと足の運び方、女
性は襷掛け、襷戻しの所作講習会が行われた。仕上げに、審査の要領による一
手行射が行われ、先生方の個別指導が与えられた。戎会長から、「大三から会
までの矢筋が的からずれていてはだめで、最後に的に向けられるようでは安定
した中りは得られない。ずれている人が見受けられる」との指摘で、自分の構
えを再確認する機会となった。 
この講習会で得た経験を更に各道場に持ち帰って広めることが重要であり、

貴重な講習会となった。 

北九州弓道連盟納射会 
 

12 月 23日 
市立夜宮弓道場 
参加者 31名 
矢渡 
射手 戎  政實 
介添 那須 孝美 

大庭 忠臣 

雨交じりで寒い年の暮れの２３日、一年の締めとなる納射会が五段・称号者
によって行われた。二会場を使って全員が一手射礼を行った。その後、抽選で
六組に分かれて、一手三回による団体競射を行った。団体戦一位のＢチーム、
射礼賞、射礼賞の八人による八寸的の射抜きで勝ち抜いた野田千恵子五段に賞
品が贈られた。それぞれにこの一年を振り返って真剣に取り組んだ満足な一日
となった。 
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第 61回宇美八幡宮 
秋季奉納弓道大会 
 
 
 

10 月 6日（日） 
宇美町弓道場 
宇美八幡宮 
宇美体育協会弓道部 
参加者  91 名 

秋晴れのもと弓道愛好者が集い日頃の成果を発揮した大会でした。 
総合優勝  白石 睦雄（的場池） 
男子の部 
 ①中村聖一（春日弓友会）②永井雄一郎（的場池）③白水福美（小郡市） 
④荒木正勝（春日弓友会）⑤下村忠志（粕屋） 

女子の部 
①松浦典子（古賀）②浜田綾子（古賀）③森恵美子（粕屋） 
④藤木京子（宇美）⑤久保まゆみ（粕屋） 

第 27回福岡市民 
総合スポーツ大会弓道大会 
 

10 月 14日 
博多の森弓道場 
参加者 292名 

団体の部 
①東区②南区③早良区 

個人 
総合優勝 勝野耕太郎 
称号者の部 ①久保雅則②坂田龍一③古賀誠 
五段の部  ①香取敏夫②梅林洋子③永井一成 
四段の部  ①山中慎也②徳田好則③太田健一郎▽弐、 
参段の部  ①山下友②早川眞吾③斉藤正義 
初段以下の部 ①澤田麻利子②岡田智士③高瀬小百合 

第 49回梅崎杯射会 
 

11 月 3日 
博多の森弓道場 
参加者 142名 
矢渡 
射手 吉弘 正敏 
介添 深見 恭行 
   伊佐 エツ子 

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。、
射会を開始した。 
総合優勝永吉加代子 
称号の部①中嶋邦生②平橋功③坂田龍一 
五段の部①安武直次郎②柴田久美子③中川勝人 
優秀賞 五段 松島美紀 

第 3回福岡地区長杯射会 11月 4日 
博多の森弓道場 
参加者 164名 
矢渡 
射手 古谷 順子 
介添 林  香保里 
   公文 保則 

総合優勝 櫛間智亨 
四段の部   ①勝野耕太郎②米満伊代奈③後藤基生 
弐、参段の部 ①大石恵一②植田正男③立松知紘 
初段以下の部 ①平田和香子②吉松隆③長谷保則 
優秀賞 
 四段 米満伊代奈 
弐、参段の部 大石恵一 
初段以下の部 櫛間智亨 

第 46回福岡女子弓道大会 11月 24日 
福岡武道館弓道場 
参加者 281名 
矢渡 
射手 永吉 加代子 
介添 田中 慶子 

酒見 京子 

矢渡しに続き、福永ひろ子、小林裕子、田中恵美子教士が演武を行い、競技を
開始した。 
▽総合優勝棈松美帆▽称号①田中恵美子②今村都③朝隈敏子▽四、五段①下川
幸子②牧野礼子③三苫登紀子▽初～参段①吉山綾華②斉藤あすか③坂井春香▽
無段①井川史佳②藤井由佳③佐田美咲 
 

福岡地区納会 12月 15日 
福岡武道館弓道場 
参加者 270名 
射手 吉弘 正敏 
介添 藤田 由美 
   松尾 恵子 
 

八段から五段までの昇段者 14名の披露を兼ねた標記射会を開催した。 
総合優勝 勝野耕太郎 
称号の部  ①宮本貞雄②土生枝子③佐々木マサエ 
五段の部  ①大枡実②伊藤久生③森山榮一 
四段の部  ①木下英子②寺嶋夕貴③佐藤まさ江 
弐,参段の部 ①松浦典子②椎木圭弥③安達敬一郎 
初段以下の部 ①本田悠②大角昌子③櫛間智亨   
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� 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 43 回高良大社 
くんち奉納弓道大会 

10 月 14 日（祝） 
高良大社境内仮設弓道
場参加人数 185 人 
矢渡 
射手 水田 英敏  
 

秋晴れのさわやかな一日、久留米市を一望できる高良大社の境内にて、おく
んち祭りに合わせて弓道大会が催されました。 
小笠原流同門会久留米支部による百々手式奉納が行われた後、参加者は奉納
の気持ちを込めて矢を放ちました。 
個人総合 
優勝 東野 隆雄 (久留米） 
一般男子 
①長尾弘文 (八女）②溝尻清敬 (諫早）③田中茂夫 (筑前） 
④草場保文 (小郡）⑤新谷将史 (柳川）⑥石橋正朗 (久留米） 
⑦山田正之 (久留米）⑧髙倉幸治 (久留米）⑨江﨑寛 (久留米） 
⑩池田知生 (筑前）⑪猪口正博 (北野）⑫内林久雄 (久留米） 
⑬江口慎一 (久留米）⑭福田洋 (福島高校）⑮松尾恵一 (八女） 
⑯木下明 (久留米）⑰山下貞士 (久留米） 
一般女子 
①中村真美 (北野）②藤野小百合 (久留米）③中島彰子 (八女） 
④小本美沙子 (久留米）⑤山下智子 (久留米）)⑥濱律子 (的場） 
⑦岩永洋子 (久留米）⑧溝田恵梨 (八女）⑨岩本佳代子 (行橋） 
⑩中島由美子 (久留米）⑪今津正子 (久留米）⑫福原由美子 (久留米）  
高校男子 
①川口元貴 (有明高専）②国武直輝 (有明高専）③野口将人 (久留米高専） 
④徳永剛士 (唐津工業）⑤板波北斗 (久留米高専）⑥佐々木健斗 (朝倉光陽）
⑦松尾歩望也 (久留米高専）⑧山下光一 (福島）⑨江頭勇吾 （筑水） 
⑩乗富貴裕 (筑水）⑪大石怜哉 (唐津工業）⑫髙倉直哉 (唐津工業） 
⑬伊藤暉 (福島）⑭松原 茂範 (久留米高専）⑮大塚一騎 (福島) 
高校女子 
①飯田希 (朝倉光陽）②宮崎綾 (朝倉光陽）③日野苑子 (筑水） 
④手島孝子 (朝倉光陽）⑤林田桃子 (朝倉光陽）⑥矢羽田薫 (筑水) 
⑦田子森春奈 (久留米高専）⑧水町悠那 (筑水）⑨中林麗奈 (久留米高専） 

筑後地区 
ねんりんピック弓道大会 

10 月 30 日 
久留米市弓道場 
参加者 41 名 
矢渡 
射手 坂口 髙精  

①江﨑寛（久留米）②園木和子（小郡）③平九州男（筑後） 
④原竹博泰（小郡）⑤白水福美（小郡）⑥坂口髙精（大牟田） 
⑦川島靖子（久留米）⑧草葉保文（小郡）⑨石井千吉（久留米） 
⑩今津正子（久留米） 

熊野神社奉納弓道大会 11 月 3 日(日)  
大牟田延命弓道場 参
加者 116 名  
矢渡 
射手 近藤良介 
介添  柿原孝子 

 冨永友美 

雨の天気予報が当たり急遽神社境内の予定を変更し行なった。 
団体の部 
①大弓連 B ②伝習館高校 E ③伝習館高校 A 
個人 
男子の部 
①新谷樹生（伝習館）②藤木政義（大弓連） 
③古賀啓一郎（伝習館） 
女子の部 
①松藤真由美（大弓連）②古賀七海（伝習館）③吉田穂野香（伝習館）  

第 27 回筑後地区 
女子弓道大会 
 

11 月 4日 
久留米市弓道場 
参加者 103 名 
矢渡 
射手 坂口 高精 
介添 椛島 節子 

河口 直美  
 
 

総合優勝 中村真美（北野） 
中学生の部 
①冨松紀花（三潴）②大隈捺未（三潴）③田中結（三潴）④永田聖奈（三潴） 
高校生の部 
①清竹桃葉（八女農）②浦本晴香（大牟田）③酒井愛理沙（福島） 
④藤丸亜輝子（山門）⑤本田莉彩（大牟田）⑥姫野歩美（八女農） 
⑦山下幸南（筑水）⑧中村友佳（山門）⑨日野苑子（筑水） 
⑩臼木杏（筑水）⑪西田奈々恵（山門） 
四段以下の部 
①中村真美（北野）②井上玲子（小郡）③赤穂貴子（久留米） 
④奥田弘子（久留米）⑤黒岩るみ子（筑後）⑥神澤直美（久留米) 
五段以上の部 
①藤野小百合（久留米)②三角富美子（筑後）③榊原綾子（久留米） 
④河口直美（瀬高）⑤中島由美子（久留米） 
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第 44回 
大牟田青少年武道大会 
（弓道の部） 

11 月 10 日（日） 
大牟田延命弓道  
参加者 75 名 
矢渡 
射手 近藤 良介 
介添 柿原 浩一 

 坂田 直也 

 市内近郊の小、中、高校生を対象に柔道、剣道、空手、少林寺、弓道の五
武道を開催した。 
市内の八ツの奉仕団体等の共催により行なわれているもので本年は大牟田ロ
－タリ－クラブの担当で行なった。 
団体 
男子の部 
①三池工業校 D ②三池工業校 C ③有明高専校③三池工業 E 
女子の部 
①大牟田校 A ②三池高 D ③三池高 E ③三池高 F 
個人 
男子の部 
①田代敦史（有明高専高）②阿津坂武士（三池工業校） 
③塚本政来） 
女子の部 
①坂井みなみ（三池高）②本田莉菜（大牟田高）③井上幸紀（三池工業校） 
最高的中賞 
  男子  田代敦史（有明高専高） 
  女子  本村千晶（大牟田高校）） 

第４１回久留米 
ほとめき弓道大会 
 

12 月 1日 
久留米市弓道場 
参加者 115 名 
矢渡 
射手 水田 英敏  
介添 岩永 洋子 

神澤 直美 
 

「ほとめき」とは「おもてなし」という意味です。今年の初心者弓道教室を
修了したばかりの新人さんたちが「ほとめき隊」を結成し、100 個ほどの柿を
剥いて参加者の皆さんに振舞いました。寒い一日だったので、豚汁も好評で
した。各的賞では 50 箱の柿を用意しました。新人さんも賞品を手にすること
ができ、たいへん盛況でした。 
団体 
①久留米大学 A（喜友名朝寛、友成仁紀、江田大成、永松秀一、長田繭志） 
②八女弓道会（青木俊一郎、西村政広、松崎保元、溝尻清敬、長尾弘文） 
③久留米 A（高倉幸治、内林久雄、重松和人、坂井剛憲、江口慎一） 
最高的中者 
男子 樺島卓義（北野） 
女子 岩永洋子（久留米） 

 
 
 
 
 
 

� 訃報訃報訃報訃報    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡県連のホームページを開設いたしました】  

          アドレス・・・・・http://www.kyudo-fukuoka.com/  

         検索  ・・・・・「福岡県弓道連盟公式ホームページ」 

 

平成 25 年 10 月 14 日   

故 荒木 忠尚先生 （教士七段  享年８7 歳）福岡東 

平成 25 年 10 月 16 日   

故 渕上 義則先生 （錬士五段  享年 88 歳）九電至道館 

平成 25 年 11 月 26 日  

故 高城 久恵先生 （教士七段  享年 67 歳）夜宮 

  

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) 

 


