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＞　祐伺最速便り

＞　事を，凍習合明達

各署塵車おいて下東りす今が昇格阜放　れました。おわでrうrrい圭す。

事も壌習合．．．．．圭　　開催8・合鳩　　　　　　　　　　嵐　銀・杜　阜 

【福岡】　　　　　；3月3日（月）　　　　　　四段合格者数1名内、福岡県1名 
怯子特別臨時中央審査博多の森弓道場　贋蓋攣享筆書こ≡冨…：…三苫登紀子＿＿（福岡） 

堪琴合誓．査憧箪（鞍手ヲ道場五段合格者14名内、福岡県3名 
【都城】3月24日（月）六段合格者数2名内、福岡県2名 特別臨時中央審査都城市　西村和高（北九州）、吉田隆（福岡） 　　早水体育文化センター■七段合格者数1名内、福岡県無し 　　　．錬士合格者数4名内、福岡県1名 　　　　毛利幸夫（福岡） 

＞　掛合，土合関連

掛合，土合

（県）称号者新年交礼射会

県内審査員研修会

開催8，台場

1月5日（日）

福岡武道館弓道場
参加者129名
主催福岡県弓道連盟
矢渡

射手県連会長
久恒政雄

介添
川地君子
坂田直美

1月26日（日）

福智町弓道場

凧　　錬，撫　　婁

昨年昇段昇格された八段1名、七段2名、六段4名、教士2名、錬士8名
の先生方の披露を兼ねて、標記射会を開催した。昨年の物故会員に対しご冥
福を祈り黙祷をささげた後、昇段昇格者の紹介をし、久恒政雄県連会長から
祝辞と、記念品が贈られ、昇段昇格者を代表して田中恵美子新八段が謝辞を
述べられた。又、昨年の全日本女子弓道選手権大会で優勝された藤野教士、
全国大学弓道選抜大会男子団体3位の西日本工業大学、全国中学生大会団体
女子3位の三尊中学校が県連より表彰された。
朝隈敏子範士の演武に続き、昇段昇格者の披露射が行なわれた。直会の後一

般会員が祝射を行い、今年一年の健康と弓道連盟の発展を祈念し散会した。

5　県内四地区の審査員の資質と技術の向上を図り、審査委員の統一、学科
∃査の意義の再確認、公正な審査を行なうための審査委員候補者の研修会が持

憮された。久恒政雄県連会長の講義の後、意見交換を行い、全員審査の要
毒による一手行射を行った。
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掛合．土合　　　書　　開催8，合鳩

初心者弓道教室指導者研修
会＆新人弓道大会

51回

日本女子弓道大会

2月16日（日）

大野城市弓道場
参加者92名
主催福岡県弓道連盟
矢渡
射手　県弓道連盟会長

久恒政雄
介添　　阿久井基

徳重　毅

成　　績，杜　　阜

昨年県内の弓道教室を修了した新人弓道愛好者による、一手5立の競技を
開始した。射会終了後、弓道教室指導者の研修会を行い、宗像道場の吉村信
明氏による「弓道教室取り組みについて」説明があった。成績は次の通り
男子の部①入江広（福智町）②井上幸夫（桃園）③坂本雅博（福岡南）

④宮本尚輝（福岡西）⑤菅太陽（福岡西）
女子の部①棚町久美香（小郡）②秋吉麻奈美（久留米）③松永和（大牟田）

④福井美保（福岡西）⑤藤井ミヨ子（宇美）

3月2日（日）

博多の森弓道場
参加者498名

岡山、広島、愛媛、山口をはじめ、九州沖縄から初段以上の女子選手による

蔓讐至喜芙塁讐琉
久恒政雄大会会長から、女子弓道の振興を目指して始ま

回を数え、全日本クラスの選手も育ってきた大会であると
主催福岡県弓道連盟　　号の挨拶の後、矢渡し、新錬士による代表射礼の後、一手三立の競技を行った。
矢渡
射手

朝限敏子範士
介添

大曲佐知子
藤原淑恵後

代表射礼新錬士
義元ゆかり
奥井亜耶
早川和子
深見エツ子
酒見京子

称号の部①酒見京子（福岡）②山本圭子（大分）③瀬尾涼子（福岡）④林れい
子（福岡）（9石和さつき（福岡）⑥狩屋留里子（岡山）、内山浩子（宮崎）
吉村明美（福岡）、鈴木千織（大分）、須賀原真弓（熊本）、品川和子（福
岡）、坂本奈美穂（福岡）、森浩美（鹿児島）、下村理智子（福岡）、岡
田真理子（熊本）、細川幸子（山口）、柴田珠美（福岡）、井原和子（福
岡）、春川潤子（長崎）、江郷幸子（熊本）、石橋孝子（福岡）、立野知
己（山口）、村上佳子（福岡）、真辺憲代（長崎）、池袋ゆみ子（鹿児島）、
古屋順子（福岡）

参段以上の部①野田深雪（福岡）②村上真理（岡山）③前泊千尋（沖縄）④森
菊恵（鹿児島）、豊田真子（福岡）、高野キミ子（鹿児島）、植村由枝（福
岡）、作井沙恵子（福岡）、鈴木尚代（福岡）、宮下里佳（鹿児島）、鐘
尾恵美子（広島）、春田奈津美（福岡）、岡村純子（福岡）、安部千恵子
（宮崎）、伊藤多恵子（福岡）、河口直美（福岡）、奥田祥子（熊本）、

阿部久美子（大分）、寺前智子（広島）、新垣真理（沖縄）、柴田道子（福
岡）、黒木由香美（福岡）、濱田マリ子（鹿児島）、織田エツ子（福岡）、
片山栄子（福岡）　井上つばさ（福岡）佐藤友美（熊本）、高木広子（広
島）、神澤直美（福岡）、藤井直子（山口）、福田美智恵（長崎）、前田
玲子（長崎）、花田朋子（福岡）、熊谷美智代（福岡）、具志堅夏樹（沖
縄）、吉田えり（福岡）、三原千代子（山口）、木下英子（福岡）、塘理
奈（福岡）、志方慧美（鹿児島）、首藤富子（大分）、朝野和江（福岡）、
桑原千佳代（福岡）、中島由美子（福岡）、山口直美（長崎）、大崎理恵
（広島）、高橋希代美（福岡）、石田恭子（広島）、難波千年（岡山）、

松島美紀（福岡）、松浦道子（福岡）、縄田千春（福岡）、鶴田千代子（福
岡）、藤井真美（佐賀）、福永のり子（宮崎）

初、弐段①柳本七瀬（長崎）②坂井春香（福岡高）③毛保彩花音（城東高）④
権藤萌（福岡中央高）、大島春香（城東高）、肥田まどか（春日高）、近
藤史織（春日高）、重松千明（朝倉高）、藤井更紗（福岡中央高）、中村
香萌子（明治学園高）、中野有佳子（福岡高）、伊藤璃乃（福岡高）、福
山恵子（島原商高）、村上さゆり（春日高）⑮枠木愛香（福岡高）、長田
桜子（春日高）、中原彩昔（城東高）、角田華奈子（久大御井）、花田智
佳（北筑高）、山下葵衣（福岡中央高）、石井咲桜子（福岡高）、加藤千
智（島原商高）、構松美帆（大濠高）、橋本紗也加（春日高）、村吉玲佳
（北筑高）、松永真衣（筑紫中央高）、吉村美樹（春日高）、溝田悠（筑

紫中央高）、吉丸京子戸田彩奈（筑紫中央高）、丸谷智恵梨（久大御井）、
宮崎紀恵（福岡）、山本はつの（福岡）、大石利香（福岡）、森川まりや
（島原商高）、入江百代（福岡）、中村静瑳（福岡）、淵上祐子（福岡）、

佐藤彩（福岡中央高）、冬至尚美（福岡）、表迫美雪（佐賀）
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ノ熟

＞筑豊地色便り

筑豊地区弓道連盟
女子達講習会

軋腫れ仝欄

1月12日（日）

福智町弓道場
主催　筑豊地区弓道連
盟

参加者　62名

矢渡
射手　筑豊地区弓道連

盟会長
吉田　　司

介添　　井福　到

田中美紀夫

2月2日（目）

田川市弓道場
参加者　36名

矢渡
射手　　吉田治美
介添　　上川たみえ

入江ふじ子
主任講師

中山コノエ

講師
吉田　司
舛田真理子
石橋孝子

成　　鎌，耗　　阜

昇格者演武　初段5名・弐段2名・参段3名・四段3名・五段4名
計17名

祝射　　五人立1射場
競技　　五人立　2射場　　一手・二立・坐射

成績
称号者の部

①加生末男（田川市）②有馬英俊（嘉麻市）③中川謙治（田川市）
男子の部

①東田義文（田川市）②今村　浩（飯塚市）③梅本清雄（飯塚市）
女子の部

①佐藤　泉（福智町）②増田好枝（香春町）③吉田千代美（福智町）

平成25年度筑豊地区弓道連盟女子講習会が、2月2日（日）午前9時30分
から田川市弓道場において開催された。

講師は筑豊地区4名の先生方で筑豊地区所属の女子36名が参加した。
矢渡し終了後、射礼研修①一手行射（審査の要領）②襟さばき及び介添の心

得、矢の心得と実習を行い、午後からは4班に分かれての射技指導、最後に総
まとめとして中山コノエ主任講師並びに吉田司会長の講評、質疑応答と午後5
時近くまで受講者一同、一生懸命に研修に励みました。
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∃ r l l iノ火 旗莞 l 【要 ；童 l 脂国記ノ l l 【 【 i ； 【 膳所州 l l l ≡第9回 一創立記′、 l l l ��′壬，躯，　混　用勝率轡夢 呵地区便り 

土合，凍習合　開催日，合鳩　　　　　成　鎌，撫　阜 区新年交礼射会t1月12日（日）　雨交じりで寒い日、新年の交礼射会が五段・称号者によって行われた。矢渡し＿日 

地 

…墓志望悪習宮弓道場－の後、平成25年に昇格した大庭忠臣教士相、佐藤チズカ錬士五段の祝射を郵 　　　≡った。祝射を受けて、両先生が答礼射で一的射礼を行った。その後、クジによっ… 矢渡　　て参加者を9組に割り振り、一手2回の団体戦を行った。結果は団体射話を制し…． 

射手戎政賓 介添阿久井基 　内木場裕見子 凾ｽⅠチーム（田中浩一・貞囲輝明・奥保幸・佐藤チズがが優勝した。また、射要 礼賞受賞者による八寸的による射話を行い、阿久井基先生が優勝した。同時進行≡ で金的賞獲得も行い、佐藤チズカ先生が獲得して昇格に花を添えた＿。 

念 亶ﾉ;��X檠/�耳�菱ﾈ(ﾈ(ﾜ���x��,IYｸ�ﾈ*ｩ��.x.ｨ+ﾘ�"���:��[h耳tI�ｩ68���:��ｨtY�侏Hｶ���傚�(�｢���ｻH�ｨtHﾋI69tX��(hｭH�ｨtYm�ｨﾘIWh��4��ｩ'(�ｨｮﾂ�ﾈ)zﾘﾗh��^h顏ﾊｸﾇﾈ�ﾘｹW杏謁���dh躪vｸ.H*ｸ��4��ｩ'(�ｨt)(i8引8���俎8ｻH�ｨt8扞桙���)�xt��(ｷh鯖eｸﾕﾘ�冢亶ｸ�ｨt���68.H.�*h��:��ｨt)>�m��ｩuHﾊ倡��傅ﾉ��>ﾈ�ｨt8�Y�ﾇﾂ���������*ｸｧx������雕��h�8���8�����8�8�9w�t����<��ｩwivﾘ������x�ｨtHﾄ侏IW儖ﾈﾕﾘ�俎8ｻH�h�H���ｾh����X檠_y�雕�?ｨ�ｨ����)4�9估��靜ｨﾇxﾙI�杏�(Yw�,Y�X檍*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ+ﾓ�n�6����5傚��

地 

：参加者35名 矢渡 射手仰木洋子 ≡介添吉村明美 佐藤チヅカ 義・≡≡≡……粍叢琴 ．：．．・≡・※ささ＿輔翫・ ■・資．1‾1■・ 郡・・■‾や竿、≡．・・．・．；縄鍵柔さ 訂 ′■桝＝‾≡r‾≡．…き．‾・：示強 離 し 剋褐|≡≡崇葦彗藷葦裏芸蔓…蒜芦…蒜蒜書 ⑦森里子（的場池）⑧橋口恵子（′ト倉南） ▽無段▽奨励賞木村順子（遠賀） 　ぎ 　j 　∃ 　至 　室 　岩 　を 　き 1 　－‾∃ 

若杉 念 仗h��;��ｩ�����ﾇﾈ�8ﾆHﾆHｮﾙVb������##C�kﾂ��H�ﾘh,ﾉYHt��侏Hｶ���从�;傚�(檍�ｨt�Y�8y(��冢亶ｸ�ｨt)�ﾙ68�)H��偃�鉙�ｨt8ﾞ)gｸｮﾂ����&ｨ�侘8棹�ｨtIG�694靫��做��ﾉ�Xｷﾈ檍�ｨｩ���H�H�H�H�h�8���H�8ﾗﾘ耳耳��耳�����ﾘ�8����耳耳/���ｶ�ｹ88��Xﾕﾈ�8���������YyH���h��9�Iwhﾜ淫円ﾈ�ｿ8�9����ﾈﾉｹwb�

■賞■：　　野美佳（小倉南）⑤江里友義（的場） 　　　　　　　　　　　　毒 　　　　　　　　　　　　喜 　　　　　　　　　　　　≦ 　　　　　　　　　　　　毒 
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扱

成　　鎌，杜　　阜

初射会兼福岡市長杯射会

福岡市議会議長杯
近的弓道大会

1月12日（日）

福岡武道館弓道場
参加者278名

矢渡
射手　福岡地区会長

吉弘正敏
介添　平橋　功

養父寿子

2月2日（日）

福岡武道館弓道場
参加者311名
主催福岡地区弓道連盟
矢渡
射手　福岡地区会長

吉弘正敏
介添　酒井加世子

桑原千佳代
演武　朝隈敏子

久恒政雄

昨年の昇格された錬士5名の先生方に吉弘正敏地区会長から祝辞と記念品が
贈られ、久保雅則新錬士が謝辞を述べられた。矢渡しの後、新錬士による持的
坐射礼が行なわれた。その後朝隈敏子、久恒政雄範士の演武に続き、一般会員
が一手礼射を行い、皆中者による射話競射を行なった。
総合優勝　勝野耕太郎（春日）
称号者の部①坂本智美（南）②古賀健治（東）③品川和子（百道）④新徳久男
（至道館）⑤永吉加代子（須恵）、倉田俊一（西）、梅田哲弘（宗像）、養父

正利（宝珠山）、兼坂房秀（筑紫野）、坂田龍一（早良）
五段の部①香取敏夫（博多）②八波昭（南）③的野茂登子（春日）④高橋希代
美（武道館）⑤藤木京子（宇美）、内山守（筑前）、片山栄子（至道館）、朝
野康男（西）、柴田久美子（東）⑩森山信代（至道館）、古賀義隆（城南）、内
田圭（宗像）、本郷寅男（粕屋）、瀬戸信吾（宇美）、田代久（至道館）、大
庭司（宗像）、冨永博之（中央）、坂口裕重（中央）、未来公子（中央）
四段の部①永谷道昭（古賀）②岡村純子（南）③川井和彦（至道館）④石橋紀
雄（宗像）（9⑥淵上安江（武道館）⑦林香保里（早良）、安山恵美子⑨西村久
子（春日）、石松爾生（宗像）、北口弘幸（粕屋）、服巻和子（中央）、梅林
正伸（城南）、岸川博（南）、吉田えり（南）、黒原寅賓（宗像）、持田剛司
（糸島）、福島公雄（至道館）

弐、参段の部①緒方充（早良）②山本正明（南）③早川眞吾（宇美）④神代晃
（筑紫野）⑤飼手義彦（武道館）⑥浦上貴文（福津）⑦谷詔太朗（宗像）⑧高

木美奈（至道館）、中村淳二（那珂川）、久保田正謹（春日）、湯川周子（甘
木）、樋口三恵子（早良）、中村智佐子（宗像）、末永麻美（春日）三村かお
り（春日）、山下友（博多）、古賀三朗（糸島）、立松知紘（那珂川）、竹内
賢（那珂川）、溝口豊子（至道館）、松浦典子（古賀）、柏木正代（宗像）、
山内香代子（古賀）、淵上祐子（古賀）
初段以下の部①山本祥太（中央）②徳山美子（酉）（参村尾理恵（博多）④岡田
智士（西）⑤古賀孝（宇美）⑥金子祥子（春日）（∋伊藤智恵（筑紫野）⑧安田
健一郎（中央）⑨渡追博之（中央）

総合優勝　勝野耕太郎（春日）
称号者の部（D上田真澄（糸島）②熊澤威（武道館）③早瀬浩（宗像）④柴田珠
美（大野城）⑤桑原正彦（福津）、下村忠司（粕屋）、緒方邦章（城南）、宮
本貞雄（博多）、塩川安之（宗像）、田中恵美子（大野城）五段の部（∋山田浩
三（宗像）②牛之濱富充（春日）③柴田久美子（東）④永井一成（城南）⑤香
取敏夫（博多）、石橋高子（早良）、浜田綾子（古賀）、和田拓之（中央）、
萩尾多美子（南）、森山信代（至道館）、柿木貞子（東）、大株実（西）、⑬岡
村良彰（南）、松島博徳（南）、縄田千春（宗像）、冨永博之（中央）、中川
勝人（早良）、三苫登紀子（西）、深見恭行（早良）、松本正弘（中央）、東
郷静子（西）、古賀義隆（城南）、償屋博昭（福津）、藤木京子（宇美）、小
島正春（古賀）四段の部①関和子（南）②吉田えり（南）③岩永重久（酉）④
岩隈将訓（東）（9本山明人（百道）⑥寺嶋夕貴（博多）⑦石橋紀雄（宗像）、
川端志津男（中央）、古賀みえ（西）、山口道男（博多）、岸川喜美子（南）、
春田奈津美（春日）、常岡哲弥（古賀）、牧野礼子（福津）、林香保里（早良）、
藤田良子（南）、永谷道昭（古賀）、川原信行（東）、田中博志（西）、青木
俊一（西）
弐、参段の部①荒木康夫（至道館）②松浦典子（古賀）③古賀三朗（糸島）④
矢田部亮孝（福津）⑤末並沙智子（福津）、森本智美（那珂川）、金子由里子
（中央）、松尾聖矢（東）、大石恵一（須恵）、三村かおり（春日）、藤みや

子（早良）、石松宏治（博多）、川連眞澄（西）、白水和敏（春日）、平尾静
香（酉）、松本司（宗像）、川口聴子（宗像）久保田正謹（春日）
初段以下の部①新開美穂（博多）②本田悠（須恵）③丸山敦子（南）④渡追博
之（中央）⑤田中義裕（宗像）⑥菅太陽（西）、林勇太（西）、林修一郎（西）、
米満友実子（博多）、井川絵美子（中央）、金子祥子（春日）、冨米野綾子（中
央）、安田健一郎（中央）、櫛間智亨（糸島）

5／6



・祈憲、・零一・ 凵PY二一離 

肝　第81号福建　　広　報　銅器㌫組禦顎l 

げ　筑後地色便り 
■　肘合，土合牒習合　茎　開催8．合材「「ふ酬　　武　雄，耗　阜 
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・第48回　　　　　　　　2月11日（祝）　　室　総合優勝　播「屋　茂 � 
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l第34回　　　　2月16日（日）　来賓に、青年部担当理事の高尾芳樹先生、大牟田弓道連盟会長の近藤良介－ 筑後地区青年部百射会≡大牟田延命中学校弓道‾先生のお二人が御出席されました。 � 
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l第61回　　：－3月16日（目）　最高齢91歳の橋本建夫先生も元気に参加され例年になくハイレグェルな l優勝弓争奪近県弓道大会＝大牟田市体育館仮設道成績で熱戦がくりひろげられた 

場　　　　　　　　　　団体総合優勝 

参加者429名　　遠賀合AvG8620中 矢渡　　　　高校男子の部 

l　　　　　　　　　　　　　射手　近藤良介　　　＝①九州産業高校A　20中　②明善高校B　③九州産業高校B 

介添　鶴田千代子　　≡‾高校女子の部 
冨永友美　　　①九州産業高校C14中　②島原商業高校C　③明善高校C 

一般団体の部 

－①遠賀AVG86　20中　②的場　③相知弓道会 

皇 室 室 皇 室 侘)�ﾉ�ﾘﾘytH��[ﾞ�iu��仞8蝌ﾘ(�｣y(b�ﾘ(ﾕｩ&ｨ��,ﾉYB�t�[ﾞ�iu��仞8蝌ﾘ(�｣y(ht��YZ9�Y���價ｨ�ﾔ��ｨt(鏐�(ﾏy���仞8蝌ﾘ(�｢�ﾘ(ﾕｨ���,ﾉYB�t�?ｨ���i�ｨ���仞8蝌ﾘ(�｣�(ht�ﾗ)m穎x����8xﾋHⅸﾘ(�｢�t)�Xｷi]ｸ恢匣ﾌ��冖���ﾘ(�｢�自Lｩ&ｨ��,ﾉYB�t�ｷh棹自;���4��ｨ�｣�(ht��Y�ﾉ4��俾ﾙ8xｬ�;���｣�(b�t(ｶy68ﾖｹ[ﾘ�俾ﾙ8x��ｼd�(�｣�(b�自Lｨ���,ﾉYB�t�;�倡ﾙz(���仂ｩkﾈｷﾉth檍�｣�(ht�ﾗ(ｷi69Oﾈﾔｸ���ｩ&ﾘｷﾉth檍�｣�(b�t(圸z)Oﾈ�俾ﾙ8xｬ�;���｢�

6／6 


