
＞　桶円卓注便り

・平成26年度　定期評議員会

5月24日（土）　博多の森センターコート役員室で開催された。
・平成25年度収支決算書は承認された。平成26年度収支予算書について国体関係予算についての議論があり、理事会での

再検討を行う事になった。

予算案は単年度につき収入より支出が多いため以下の2点を参加者負担とする。

①　新年交礼射会　参加費1，000円、審査員研修会　参加費600円と決定された。

②12月の理事会は中止。
・研射会の採点基準の変更。

・県近的選手権大会参加人数の変更。

・西日本弓道大会の開催地は北九州市。

・11月24，25日　臨時中央審査会の開催地は北九州市。

・26年度県連役員の変更。

筑後地区長退任　坂口高精（18年度～25年度の8年間）

筑後地区長　　　高尾芳樹

＞　事も凍習合関連

も審査において下記の古今が昇格阜段号わました。おりで†うrrい圭す。

…志望器≡…芦輌 兀�����u��9X�����4ﾂ�錬士合格者　9名　内、福岡県3名合格 

庵原徳郎（福岡地区） 
的野茂登子（福岡地区） 
原口勝利（筑豊地区） 

＞　掛合，土合周逢

妻　船，始‾‾‾　阻椎増・会場

全日本勤労者
弓道選手権大会予選

第28回福岡県
大学弓道選手権大会

4月12日（日）

博多の森弓道場
参加者　9チーム

（27名．）

6月15日（日）

福岡武道館弓道場

参加者107名

矢渡

矢渡
射手　塩川安之

介添　福地しづか

坂本奈美穂

武　　撞，撫　暴

①福岡県教職員　（鎌田修治、椋田孝行、藤野小百合）

②航空自衛隊福岡　（久保田正謹、松浦幸子、森山直己）

③西友　　　　　（深見恭行、肥山善憲、岡村良彰）

1位、2位それぞれ1チーム（3人編成）が全国大会（6月6日～8日・和歌山県

田辺市）に出場した。全国大会の結果は残念ながら予選落ちをした。

競技は四矢二立の予選を行い、上位8チームのトーナメント戦を行なった。

団体男子

①日本経済大学（小池勇也、渡部陽平、川崎龍也、田中拓也、矢野翼）
②西日本工業大学（横尾圭一郎、恒成龍也、大出水士郎、松田風竜、山下礼歩）

③北九州市立大（河津雄介、渕野寛明、丸野諒、宮本真臣、中西涼）

③福岡大学（岩猿士苑、永田浩平、西村将希、横尾勝彦、川東雄太）

団体女子

①福岡大学（野村果保、片渕千尋、渡追紫乃）

②九州大学（戸高佑希子、渡部瑞希、平田萌子）
③日本経済大学（秋元加菜江、児島楓澄、矢野貴子）
③福岡教育大学佃村章乃、グェンティ・ニュン、西尾彩伽）

個人男子

①矢野翼（日本経済大学）②植月良祐（九州大学）③友成仁紀（久留米大学）
④渕野寛明（北九州大学）⑤岩猿士苑（福岡大学）

個人女子

①秋元加菜江（日本経済大学）②平田萌子（九州大学）③片渕千尋（福岡大学）

④矢野貴子（日本経済大学）⑤西尾彩伽（福岡教育大学）
射技健秀賞

男子　　長谷川和史（久留米大学）

女子　　渡逓紫乃（福岡大学）
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＞　紺合，土合関連

掛合・土合　「頂示：妄元

第42回福岡県
中学生弓道大会

6月29日（日）

久留米市弓道場

参加者　89名

矢渡

射手　高尾芳樹

介添　岩永洋子

今津正子

成　　績，蝿　阜

第11回全国大会、第35回九州大会予選会を兼ねて開催された。

若い前途有望な中学生が食い入るように見守る中、静かに矢渡始まり、一本目の甲

矢が見事に的中すると「ウオー」という歓声が上がっていた。

参加人数は89名と昨年よりは少なかったが、男子と女子の2部で団体と個人の競技
が4矢3立計12射で競われ、レベルの高い競技となった。

団体男子

①大川南C（今村凌太、龍鼻孝、石橋英久）
②大川南B（橋本光洋、横田聖斗、木村俊介）
③三　瀦A（辻　響、馬場造己、原武孝征）

団体女子

①三　輪A（井上紗貴子、野田祐華、寺崎優）

②大川南A（古賀汚里、龍陽香荊、津崎七海）
③三　瀦A（増江さら、冨松紀花、大石愛海）

個人男子

①今村凌太（大川南）②横田聖斗（大川南）③石橋英久（大川南）
④馬場造己（三　瀦）⑤横尾永和（大　川）

個人女子

①野田祐華（三　輪）②寺崎　優（三　輪）③冨松紀花（三　瀦）

④入部杏袈（三　輪）⑤松浦楓果（三　瀦）
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．■　ノ包． 

l妻L第82号福う連　広　報　両誌芸■：；芸問 
＞麓量地色便り 

1掛合・土合・構習合‡閉経願，合鴫 筑豊地区女子達講習会】2月2日（日） 劔y(����ｺ8�9H���┫� 

射礼研修①一手行射（審査の要領）②捧さばき及び介添の心得、矢の心得と実習 

田川市弓道場 �/�ﾗ8*(��ﾍ�8*�.x,ﾓILx,兒ｨ*�.ｨ,H,ﾈ�ｵｨ轌;���ﾜXﾎ8,��ﾘ-ﾈ,h-�,h+X,I(h�(5(6ﾘ4r�

参加者　36名 剋蜚C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 

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 　書禁還霊芝子 第47回春季筑豊地区4月13日（日） 劍ﾉﾉkﾘ,侈H�8,凭8-ﾘ-ﾈ+X+ﾘ�"�

一手礼射 

道場対抗射会 儁�,ｸ�8ｷﾉ;��｢�競技　三人立ち　二射場　四矢二立　立射 

参加者　50名 �&9�ﾈ,ﾉYB�

矢渡 ��ﾘ��*ﾈ��ﾘ�ﾙhｭ�����YI[iW��Y�ﾙ68ﾔH釐�X揵i8ｽ�x�｢�

射手　石橋孝子 ��?ｨ��唏��ｷﾉth橈(��:�圸y鞍(���Xｮ)gｹOﾈﾘ��Xｶy68ﾅｸ���｢�

介添　佐伯照美 �)M���,ｸ��耳ｼ�橈���69(iOﾈｴ儻h�Xｶy69{(耳�X皐�8��k��｢�

倉池千賀子 　童 ‡ 第44回田川市長杯4月27日（日） 劍�ﾘh,ﾉYB�

①吉田啓子（福智町）②石橋博勝（飯塚市）③小俣近宏（香春町） 

男子の部 

①田中美紀夫（飯塚市）②吉田隆一（飯塚市）③原口勝利（田川市） 
女子の部 

①待鳥友希江（直方市）②豊田真子（直方市）③岩本美香（福智町） 

最高的中賞　　吉田啓子（福智町） 

射技努力賞　　石橋博勝（飯塚市） 

四段以下　　　藤田豊子（直方市） 

四矢二立の競技を開始した。 
争奪近県弓道大会 �69�ﾈ�8ｷﾉ;��｢�総合優勝 

参加者150名 傴ﾉOhﾆ(耳�價ｨ��8�｢�

＿・1■■■㍑ 冢�6���訷���iii&｢�団体 
①田川弓友会C（東田義文・新　忠雄・原口勝利） 

1隊・＝介添芸呂慧雲 き 筑豊地区弓道6月1日（日） 劍t�4��､x�Tx�僮)�馮)u��Xﾄﾉ68ﾏｨﾗ8�Ym�ｨﾘIWh�｢�
③香春町香獄館B（安部文敏・加治孝則・小俣近宏） 

個人 
一般男子 

①白石睦雄（的場）②新忠雄（田川市）③待鳥順也（くらじの君） 
一般女子 

①川畑美枝子（的場E）②待鳥友希江（くらじの君）③　川崎知佐（個人） 

予選は1手2立、決勝は1手5立で競技を行った。 
近的選手権大会 剴c川市弓道場 �&ｨ��,ﾉYB�

参加者19名 廃14回筑豊地区6月29日（目） 劍t�Y�69|y�ﾈ�儁�,ｸ�ｨt�ﾋHﾏｸ�y�����69�ﾈ�ｨt(扞�ｨ�8鵁�儁�,ｸ�｢�

女子の部 

①石橋孝子（鞍手）②藤岡利恵子（福智）③舛田真理子（田川） 
県弓道近的選手権出場者 

男子・中川謙治・花村憲次・原口勝利・福田良人 
女子・中山コノエ・石橋孝子・舛田真理子・藤岡利恵子 

男子の部 
遠的大会　　　　　　福智町弓道場 劍t�ﾋHﾏｸ�y���69�ﾈ�8�ｨt���YI[iW��俘��*ﾈ�ｨt(ｶy68��譏��69�ﾈ�8�｢�

参加者数　33名 刧C今村　浩（飯塚市）⑤東田義文（田川市） 

矢渡 傚x��,ﾉYB�

射手　中山コノヱ 劍t��霆Hﾔh����h詹*ﾈ�ｨt�ﾛ):����(�兀�'�*ﾈ�ｨt)�969�騫ﾘ����8.�Wﾈ�｢�

④吉田啓子　福智町）⑤藤岡利恵子（福智町） 
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＞　九九岬地色 

】紺合，土合，鶉曹合】開催月，台場 第30回的場池弓道場4月20日（日） 剽秩@　蛾，蝿　　暴 ��

前日からの雨に打たれて新緑が鮮やかに映える一日、開設30周年を記念して北九 

開設記念弓道大会　　　的場池弓道場 剌B市を中心に集まった弓道愛好家によって熱戦が繰り広げられた。 

参加者252名 俔�,���*�.h+ｹ?�D�*ｨ*�.�,Yw��8+8.ｨ+ﾘ訷ﾞﾈ.�,ﾈｷﾈｪｨ*ｸ*ｨ�����ﾈ,YGｨ.x.ｨ��ｴﾉD��X橙�

矢渡 �,�H/�5�*h+ﾘ�"�

射手那須不二男 北九州弓道4月26日（土） 剿贒nは日置流印西派体配で行われた。 

大会は一手＋4矢の計6本による的中数により、団体戦、個人男・女、無段の部で 

争われた。 

団体の部 

①香春町香嶽館B（増田好枝・古賀義隆・古賀晃子）15中 

②的場B（白石睦雄・鍬田厚行・木下剛夫）14中 

③遠賀（原田佑三子・近野久幸・川崎悠貴）13中 

個人 

男子の部 

①東田義文（田川弓友会）6中　②近野久幸（遠賀）6中 

③古賀義隆（香春町香嶽館）5中　④上永翔平（楠見会′J、倉高）5中 

⑤石井富可志（乃木道場）5中 

女子の部 

①古賀晃子（香春町香嶽館）5中　②佐藤チズカ（小倉南弓徳会）5中 

③増田好枝（香春町香嶽館）5中　④橋口恵子（小倉南弓徳会）4中 

⑤森藤アケミ（福智）4中 

無段の部 

①佐保直道（楠見会）4中　②山崎千広（楠見会）3中 

③山道菜央（楠見会）3中 

春の息吹を感じる爽やかな一日、高校生から称号者まで集まって、北九州弓道近 

近的選手権大会 冢亶ｸｷﾉ;��｢�的選手権大会が行われた。競技における行射の要簡よる一手（坐射）3回、計6射 

参加者78名 凾ﾅ個人戦が行われた。総合優勝は各部門の優勝者による射話で決定した。 

矢渡 ��ﾘﾘytH���憖nﾉY�W����i?ｨｭ員ｨｾ��｢�

射手　戎　政貴 傲ﾈﾘh�(,ﾉYB�

介添　河野武富 ��憖nﾉY�ｪ����i?ｩ�ｸ�ｾ��ｨt�>�m��ｩuHﾊ倡��傅ﾉ��>ﾈ�ｨt(皐ﾋI�����冢亶ｸ�ｨt9�侏B�

石原重弘 憂 第52回北九州5月11日（日） 刹`勝（勝山）⑤小原知美（夜宮） 
一般男子の部 

①内木場茂（小倉南）②上聞拓誠（共立大）③濱島伸太郎（北九大） 

④米田主税（小倉南）⑤加藤毅士（夜宮） 
一般女子の部 

①小野清子（夜宮）②緒方明美（的場）③飛弾紀子 

高校男子の部 

①西山彰（夜宮）②尾家英人（育徳館） 

高校女子の部 

①秋永美里（育徳館）②村上佳美（育徳館） 

時折強い風が道場に吹き込む一日、母の日に合わせて春季レディース弓道大会が 

市民体育祭春季レディ　夜宮弓道場 刳J催された。原田瑞枝教士、安田和恵教士による一つ的坐射礼の後、段位別に4部 
ース・弓道大会　　　　参加者54人 剿蛯ﾉ分かれて、一手坐射と競技の要領による坐射と立射4立ちの合計10射で競技 

を行った。 

総合優勝　阿久井房江（夜宮） 
Ⅰ部（無段～弐段） 

①山口祐子（水巻）②甲斐恵（水巻）③嶋本枝利子（的場池） 
Ⅱ部（参段～四段） 

①香野芳子（的場池）②横尾里美（夜宮）③久保園由美（行橋） 
Ⅲ部（五段） 

①吉本后子（勝山）②竹内みゆき（的場池）③小野田深雪（小倉南） 
④橋口恵子（小倉南）⑤後藤悦子（勝山） 

Ⅳ部（称号者） 

①阿久井房江（夜宮）②池田沙綺子（遠賀）③内木場裕見子（小倉南） 
又、競射後に紙皿を的にした余興が行われた。ずらりと並べられた紙皿の裏に書 

かれた賞品名には、母の日にふさわしいメロン、旬野菜、春キャベツなどがあり、 

隠された賞品に向かって一喜一憂しながら、最後の一枚に的中するまで挑戦して大 
いに盛り上がった。 
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ち√′ ■■■摺厭顎，，　　児　　瀧　　　　　　，胴∬＿i 

t紺を，土合，構曹合l闘椎嘲，合嶋 第21回小倉南弓道場5月18日（日） 劔y(�������9X�����wｲ� 

良い天気に恵まれた一日、北九州市を中心に福岡県内、大分県からも弓道愛好家 
創設弓道大会　　　　　小倉南弓道場 劍*ｨ�-ﾈ,�,HｴﾉD��X檍*ｨ､ｨﾜ8+8.ｨ+ﾘ�(ｦX齪賈n�(��,ﾈﾇc曳ｸ,�.h.�&9�ﾉ�ﾘ��ﾌ)�ﾉ�ﾘ/��

参加者167名 俎8,�,�+ﾘ�"�&9�ﾂ�&ｨ��,ﾉYB�

矢渡 

射手　那須孝美 

介添　内木場裕見子 劍t�揵��>ﾄH��(i�ﾈﾕ�?��Y¥I68益�X�Xﾚ�鵁譏�ｨt�4��ｩ���僮)�騷Iu��Xﾄﾉ68ﾏｨﾗ8�Ym��

吉村明美 阿 劍岑ﾘIWh�ｨt(ﾗ8ｻHｷﾉ;����倅�ｸﾔｹ;��X�gｹtﾈｴﾘ�Y�Xｭｸ�(ﾔｸ�｢�

女子の部 

①小倉南J（那須悦子・矢野良衣・内木場裕見子）②小倉南K（久保田尚子・橋口 
恵子・吉村明美）③桃弓会C（熊谷美智代・田代さなえ・高村康子） 

個人 

称号の部 

姦二二！言 もj、、．翳∴・■′、 　壬 ．，j 刧@内木場裕見子（小倉南）②中野剛（中津扇城弓道会）③石井富可志（関門）④ 

橋本満昭（的場）（9川畑美枝子（的場） 

有段男子の部 
’芸三【′‾二三■‾二㌔判 示こ　　　　　㍊r 劍t��ﾉIydﾘ�(�从�;傚�(檍�ｨt�ﾚ�鵁譏�傅ﾉ��>ﾈ�ｨt)69(hﾔ靫��冢亶ｸ�｢�

繁 劍t>��69V���8ﾘｷﾈ檍�ｨ�祷汯�(ﾔｸﾏX�傅ﾉ��>ﾈ�｢�
鋭意キ′ 劔tﾉ&傚x��,ﾉYB�

！一二滞■ 北九州地区女子研修会5月25日（目） 劍t���78ﾆ)yﾘ���俎8ｻHｷﾉ;���ｨt�ﾄi$ｩOﾉ'��8��8ﾘｷﾈ檍�ｨt)�Y�ﾉJｨ����傅ﾉ��>ﾈ�ｨt2�

橋口恵子（小倉南）⑤矢野良衣（小倉南） 
無段の部 

①重松大助（小倉南）②横清美布夕（楠見会） 

例年通りに北九州の女子を対象とした研修会が開かれた。礼記射義・射法訓唱和 

夜宮弓道場 劍,ﾉ�i;��(,ﾘ�Y�vﾘ��ｻ8齎�(樣5�,ﾈﾗYUﾘﾎ8��ﾗX踪,ﾉ�i�h賈�ﾈ*ｩ?��x,兒ｨ*�.ｨ,H��ﾛ�ｲ�

参加者26名 �,izx�,�.h.�ｨ,)4�,ﾈ�Y�*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ+ﾘ�(+ｸ,ﾈﾎ8���8ﾗX�(/�&�ｨ,��+h,IZｨ*���蕀�ﾂ�

矢渡 �,X耳,)4���ｭHﾘx*(/�¥�*h+ﾘ鰮4俚�ｹ~x���(ﾛ�,ﾉwi|ﾈ,�,x,ﾈ�ｵｨ*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ+ﾘ�(�ｵｨ,ﾂ�

射手　仰木洋子 �7)(h,X.���+ｸ,ﾉ797���ﾗX踪,ﾉ�i�i_ｸ*�.xﾝx*�,育y;�.)(ﾘ�8*ｩu�*h.x.ｨ���8醜*ｨｨH.��

介添　内木場裕見子 ��X.x.ｨ+ﾘﾊH�8怏mｨ/�+�,�+X+ﾘ�"�

吉村明美 講師仰木洋子 劍ﾍ�8*�.x,ﾘ5x88�ｸ5x,�(Y�h*h+ﾙ�ﾉGｩ�ｸ��(ｷﾈ,in�/�鰄,�,I:��,們ｸ�ｨ,�?ﾈ.����ｷﾂ�

の姿勢、射位での基本動作・姿勢の講習後、実際に矢を射る射技研修が行われた。 

執弓での左右の拳の位置、射位での矢番え動作などの指摘を受ける受講生が多かっ 

大原毒矢子 �+ﾘ�(-ﾈ+ﾘ���Y��,ﾈ�訷,ﾘﾎ8.ｸ,ﾈｴ9Gｨ/�ｫH+h,(,(���9�ﾈ,ﾉ+)��/�y�+8,�*(ｴ9Gｨ.�,�,x���

安田和恵 �+)��,ﾈ�wi�ｸ/�轌;�+8.ｨ+ﾘ�)Ly¥ｨ轌;�,ﾈ�ｵｨ,ﾈﾎ8��ﾜXﾎ8,�(��ｨ,兒ｨ*�.ｨ,I�(ﾛ�,ﾂ�

補助講師　秋武洋子 冽i|ﾈ,�.h.俶H�8+��*ｨﾗ8,�.ﾘ.ｨ+ﾘ�"�

原田瑞枝 指導者養成講習会6月1日（日） 劍ｻ9gｸ,ﾈｴﾈ��,��,�+ﾙ:鞐ﾈ,��*h��}Xｴ�咎¥�,��陌�+x.�+�,h.�Tｹwh,X��ｦY:鞐ﾈ,ﾈｦﾒ�

認が具体的に体験できて大変有意義な一日となった。仰木講師から「今回は参加人 

数が少なかったので、比較的細かな個別指導ができました。教える方も大変だった 

が、この研修成果を毎日の練習に生かして頑張ってほしい」と話され、各自が課題 

を胸に刻んで研修会を締めくくった 

今年度初の四・五段指導者養成講習会が行なわれた。この講習会は熊本市植木弓 

（四・五段）　　　　　夜宮弓道場 劔;��ｨ,X､ｨﾜ8+8.ｨ+ﾙ�9?ｩgｸｷﾉ;刋�k�,ﾉ&霎h轌;��(ﾗX�檍,ﾉ�ﾈ惠/�ﾊy>�自Lｨ,儿�ｷ�+x.��

参加者53名 劍+ﾘ-�,ﾉ(hﾉ��y���ｸ,ﾈﾗX�檍,X*�.���ﾞ�&9d��ﾉ?ｩgｹ�ﾈ支ｺh檍ﾏiDh轌;�醜,ﾉ�ｩnX怏mｩlb�

矢渡 傚ﾈ,ﾉ4ｸ呵ﾗX�檍,�.�,�,�,H*(.��(ﾚ�ﾎ9(hｦｨ,h,�,�,Hｨ頴H+x-x*ｹ�ﾈﾝ駢ｹ�ﾈ,�,ﾙ�X,�,B�

射手　増田俊博 �,(*�,ﾈﾗX�檍,h,�,�+ﾘ�(ﾜX�,凭xｴﾈ�ｶ��X�d�ﾅ�№��/�ﾎ9:�来���8ﾗY�h,ﾉ�i;�,Xﾗ2�

介添　田中勝成 �,�,�+ﾘ�(�{佩8,��5�,ﾈﾗYUﾘ*ｨﾗ8,�.ﾘ.ｨ+ﾘ�(ﾚ���,ﾈ益��,ﾘｮ馮ｹ:鞐ﾈ,ﾉ4�.ｨ,hｦﾙDh�"�

飛辞紀子 主任講師増田俊博 假8ﾗY�h/�ｦYLx,兒ｨ*����(ﾛ�,ﾉwh�X��鰮4俚�ｹ~x,ﾈ竧ﾉﾈ*�,ﾈｭHﾘx*(��Z位兢H+X,ﾈｭHﾘr�
いに割り振って行った。称号者になるためには持的坐射礼は必須の射法であり、全 

体の息合いや所作の統一など、その場で講師から注意や指導を受けた。昼食後に原 

講師　　　原田瑞枝 劔68ﾗX踪,�.h.俎Y�(*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ+ﾘ�)>�vX,ﾘ轌;��(,ﾉ�8ﾕﾈ*h,hﾋI68ﾗX踪*ｨ�8*�.x.ｨ+ﾘ轌;��

班長　　　桑名巧市 劍�(ﾗX�檍,ﾉ�ﾈ惓��k�,X��ｷﾉ;�,�*�*�.��ｨﾝx,��9;�/�[x*ｹ:h+8,�*(.h*H,���ｦX�8ﾗX�"�

は熱心にメモをとっていた。最後に検定試験として審査の要額による一手行射が行 

われ、全員合格に域に達していると認定された。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。 
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l鮒を，土合，発電仝l呵薇4，台嶋 北九州地区伝達講習会6月8日（日） 剔冝@　績，撫　　養 

熊本市植木町弓道場で行われた九州地区指導者講習会に参加された先生方を講師 
（称号者） 冢亶ｸｷﾉ;��｢�として、称号者を対象とした伝達講習会が開かれた。指導者講習会の成果を各地区 

参加者33名 凾ﾉ伝達することと、財団法人日本体育協会公認指導員の専門科目免除講習会とも兼 

失渡 �,ｸ+ﾘ.�,ﾈ,h,�,�,H*(.��)~xｴﾈ�ｶ��X�d�ﾅ�№��,ﾉ�i;��(,ﾙ=��ｸﾔiOﾈ�8ﾗY�h�(樣5�,ﾂ�

射手　安田和恵 剄u評の後、全員による一手行射を行い、全体講評が行われた。続いて、安田　上野 

介添　川畑美枝子 剽ｼ講師による講話が行われた。指導者の心構えと熊本市で行われた九州地区指導者 

佐藤チズカ 主任講師安田和恵 剄u習会の内容説明で、弓道における詳細な心得を聞き逃さないように、各受講者は 

熱心にメモをとっていた。昼食後に基本動作の研修が行われた。続いて4射場に分 

けた班別射技研修が行われ、各射場で受講生に個別指導が行われた。休憩後に段位 

講師　　　上野民夫 �,�.h,�,H鰄+�4俚�ｹ~x��耳,)4俚�ｹ~x,兒ｨ*�.ｨ,H�~xﾊH�8*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ+ﾘ�(ｮ馮ｸ,凛x+��

補助講師　増田俊博 剳ﾔるには、教本を忠実に守ることが大切ということを実感させられた。最後に専門 

戎　政賢 �盈ｩlh�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾗ8�,ﾈﾉ�.郁靈�*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ���8醜*ｨﾘxｦ�,ﾈ刺,�$(+X,H*(.�,h,ﾉKｹ.��

大原書矢子 凾�｢ただいて、研修を締めくくった。 

第61回西日本 塗ﾈ��Y?ｨ��?ｨ�｢�絶好の晴天に恵まれた一日、西日本各地より幅広く参集した弓道愛好家によって 

都市対抗弓道大会　　　夜宮弓道場 剞ｷ大に大会が開催された。この大会は5人一組の団体戦、個人戦、夫婦や親子など 

参加者283名 �i��,Y])�ﾈ+x.�i���X檍,ﾃ9YInX,Xﾕﾉ�ﾈ+8.ｨ,H*(.��)&9�ﾉ�ﾘ,ﾘｦX齪貶,)n闔ｨ��,ﾈﾘr�

矢渡 佗c#��,ﾉ4�(i�H,X�肩/�ﾈ�.���彿���X檍,ﾘ彿��)�ﾈ,ﾉ4�(i�H,X�8献��x/��偬�+R�

射手　戎　政賓 刄gーナメント方式で順位を競った。 

介添　那須孝美 �&9�ﾂ�

奥保幸 北九州弓道6月22日（日） 刧@千一ム福岡A偏岡市＝佐藤泉・東田義文・森下史子・森下啓太郎・山道健史） 

②福大（福岡市：森本秀樹・吉用信雄・中山貴弘・楢崎貴志・坂元恭二）③若松 
弓道場（北九州市：松岡昭夫・小田湛久・上野勝美・吉竹康年・増田俊博） 

傭人 

有段男子の部 

①森下啓太郎（福岡市）②東田義文（福岡市）③岩本吉正（北九州） 

有段女子の部 

①佐藤舞佳（北九州市）②村田千住（北九州市）③内木場裕見子（北九州市） 
無段の部 

①塘景祐（北九州市）②古澤克弥（北九州市）③渡連一也（北九州市）家族の部 

①末永智弥・雅夫妻（周南市）②林晃一朗・理一郎親子（北九州市） 

③待鳥順也・友希江夫妻（直方市）③内木場茂・裕見子夫妻（北九州市） 

各地で大雨が発生し、矢道の芝が雨につかる悪天候のため、最初の一立ちは近的、 
遠的選手権大会　　　　挑園弓道場 凾ｻの後は遠的二立ちにする変則的な競技に変更して熱戦が繰り広げられた。 

参加者53名 �.h,�,Hﾗ8.ﾘ.ｨ+ﾘ�"�

矢渡 剔蜑�ﾍ4矢3回の計12本による的中数で、称号男女・一般男子・一般女子の部に 

射手　大原毒矢子 剳ｪかれて争われた。 

称号者 

男子の部 

①阿久井基（夜宮）②那須孝美（小倉南） 
女子の部 

①小原知美（夜宮）②佐藤チズカ（小倉南） 一般 

男子の部 

①山道健史（夜宮）②中西浩二（小倉南）③加藤毅士（夜宮）④角屋俊之（同） 
女子の部 

①飛澤紀子（勝山）②益田由理（水巻）③井手憲子（夜宮） 
尚、この大会は、8月に福岡市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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鮒合，土合，発電を　　　絹椎媚，仝嶋

平成26年宇美八幡宮

春季大祭奉納弓道大会

福岡地区遠的弓道大会

福岡地区

弓道近的選手権大会

4月15日（火）

宇美八幡宮弓道場

参加者105名

矢渡

射手　最高齢者

白水福美（86歳）

4月20日（日）

博多の森弓道場

参加者183名

（58チーム）

矢渡

射手　倉田俊一

4月29日（火）

博多の森弓道場
参加者　297名．

矢渡　中嶋　邦生

徳永佐智子

春田奈津美

馬　　錬，撫　養

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」を開

催。晴天にも恵まれ、最高齢の83歳の選手をはじめ80歳代の選手7名等の参加で

開催された。

競射会で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諸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白石睦雄（的場池）②江崎　寛（久留米）③田中茂夫（筑前）
④永田昭利（小郡）　⑤本郷寅男（糟屋）
「梅の部」（女性60歳以上の部）

①柴田久美子（城南）②田中アヤ子（武道館）③永吉加代子（須恵）
④福原由美子（久留米）⑤早川和子（宇美）

「竹の部」（男性65歳以上71歳までの部）

①松崎　高（糟屋）②永井一成（城南）③鍬田厚行（的場池）
④藤原悦志（宇美）④香取敏夫（博多）

競技は得点制で団体戦3人チーム各自6射計18射による予選を行い、上位16チ
ームによるトーナメントで順位決定を行った。

団体の部

①須恵（水落　巧、永吉加代子、三宅竜哉）②春日（勝野耕太郎、中村聖一、春

田奈津美）③宗像（梅田哲弘、早瀬　浩、塩川安之）③南（岡村良彰、岡村純子、
志垣幸貴）⑤糟屋、春日B、中央、城南B⑨福津A、

東D、博多A、大野城さんた、古賀E、中央A、古賀A、太宰府

個人
男子の部

①中村聖一（春日）②宮本貞雄（博多）③森本秀樹（中央）④三宅竜哉（須恵）
⑤佐藤裕計（百道）⑥早瀬　浩（宗像）

女子の部

①岡村純子（南）②森本智美（春日）③下村理智子（糟屋）④春田奈津美（春日）
⑤永吉加代子（須恵）⑥河連眞澄（西）

①下村　忠司（糟屋）②毛利幸夫（太宰府）③立松知拡（那珂川）④宮本貞雄（博
多）⑤勝野耕太郎（春日）

女子の部

①作井沙恵子（博多）②安山恵美子（宗像）③坂本智美（南）④古屋順子（至道

館）⑤柴田久美子（城南）

第30回県弓道近的選手権大会参加者

男子（8名）
久保雅則、梅田明宏、熊澤威、吉田隆、宮本貞雄、中村幸一、倉田俊一、

阿部政彦

女子（9名）
大島マキエ、深見エツ子、酒見京子、下村理智子、柴田珠美、大坪好子、

古屋順子、永吉加代子、田中恵美子
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第64 選手 第25 道場 福寿 兼ね 弌��ﾉ?ｩgｸｷﾉ;店ﾈ���?ｨ���ﾊ��X檠H��ﾘ,ﾉ�姐ﾂ��������#SC����n�6�����訷ｷhﾕ����樣5假�ﾊ����蕀<��日） 侈y>�,ﾘ.�,h.h.���[ｨﾌ���ﾔﾉ8x���(ﾏｸ/�,ﾘ+h-���ﾛ(棹��+xﾞ����YZｨ��ﾄigｸﾊx*�.x,ﾂ� 
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名 冢�6�*ｨﾗ8,�.ﾘ.｢�

た。競技は5人団体各自4矢1立で11中以上が1次予選を通過し、二次予選は10 

政雄 們ｳi(h決�8,ﾉ&9�ﾈ*ｨﾈ飲�-i��-ﾘ��ｦX齠��,Y4�(h�8肩.h.引x肩/�ﾈ�.�+X+ﾘ�(-ﾈ+ﾘ���

京子 侘)�ﾉ�ﾘ,ﾓH�I(h�(*｣�鴿uﾉ��,ｨ曁+X��?�鴿uﾉ��,S�訷､i(h�(*ｨﾈ飲�,X�ｶﾈｺ8�/��

登紀子 俎8,�,�+ﾘ�"�

団体の部 

①日本経済大学A（小池勇也、渡部陽平、秋元加菜江、矢野翼、佐藤哲太）②熊 

本ミックス（松岡宏太、本田弥久、佐藤友美、徳永枝里子、鬼海哲矢）③がんば 

くん（若清雄也、古川裕己、木村彰太郎、窪田純一、串尾恭兵）④福岡獅子奮迅 

会B（溝尻、小笠原、養田、緒方、森下） 

⑤福岡獅子奮迅会A（山道、川崎、佐藤、森下、原口） 

考・琴 侘)�ﾈ,ﾉYB�①小池勇也（日本経済大学A）②串尾強兵（がんばくん）③緒方活人（福岡獅子 

奮迅会B） 

殊勲賞（4中） 
宮本貞雄（博多山王会A）、西村将希（福大A）、戸次美穂（筑女大）、酒見京子 

（東弓会D）、坂元恭二（福岡中央F）、小野昇吾（九産大A）、炭矢幸泰（福工 

藍書芸無”て■司 ��T��ｨ��(inﾈｴﾙ[h�兀��T8�ｨ��}i>�$(�兀��T8�ｨ��ti�ﾉ�ﾘｴ��亶i�T��ｨ���Ynﾈ自�R�
（福岡南C）宮崎翔太（九共大）、池田知生（筑前A）、矢野貴子（日経大B）、 

回福岡地区6月1日（日 対抗弓道大会博多の森弓 参加者452 矢渡 射手福永 介添徳重 飯田 会射会6月7日（土 んリンピック予選博多の森弓 参加者74名 

鬼海哲矢（熊本ミックス）、広重竜馬（ちくしもち）、石田真由紀（九女大A）、 

川原俊樹（山口県立大A）、森下啓太郎（福岡獅子奮迅会B）▽敢闘賞（6中）勝 

野耕太郎（糸島イーグルアイ）、横川和志（福大混合）、青木穂菜美（九電至道 

館A）、下村忠司（粕屋）、田中拓也（日経久留米混合）、田島鈴也（久大A）、 
金子豊子（瀬高弓道会）、矢野翼（日経大A）、山道健史（福岡獅子奮迅会A）、 

横尾勝彦（福大B）、養田将司（福岡獅子奮迅会B） 

） 俯�6�+X,ﾈﾎ8ｺ8ｵｨ/�､ｨ跖+X+ﾘ�)&9�ﾉ�ﾘ,ﾓYkﾈ6��ｸ8�,X耳訷,h賈n�/�ｦX齪耳��ﾇcb�

道場 們ｸ,ﾉ4�(h�8献�h6��ｸ8�,�.h.佇飲�6x�ｸ6�8�986x/�ﾗ8,�,�+ﾘ�(ﾌ)�ﾈ,ﾓh�Y(h決�2�

名 �/�Uﾈ�(+X+ﾘ�"�

団体の部 

ひろ子 ��>ﾄ��傴ﾉ8yH�;���圸�ｩ|x�(��ｷｸﾞ宛xﾇ���ｷi]ｸ椹�X��ｶxﾔ��9W��｢�

美恵子 ��Y�,4��估ｸﾋI�9Th��n�69YI{ｨﾔh��蕗�ﾈﾘH��ﾄ�68毎ｮ�����鯖k��｢�
由紀子 �)(h匐(�儻�僣颱h��ﾎ9:�ｮ��h���ﾉ%ｸ躡,9&ｨ���H����ﾔｸ��ｶy69{(�｢�

③春日A（早田豊、自水和敏、中村聖一、飯村友三郎、許斐隆夫） 

個人の部 

岡田智士（西）、深見恭行（早良、深見エツ子（早良）、酒井加世子（福津）、 
許斐隆夫（春日）、森下啓太郎（中央）、小野澄子（南）、大島マキェ（東）、 
中嶋邦生（宇美）、早瀬浩（宗像）、溝口敬二（至道館）、冨永博之（中央）、 
村上佳子（南）、品川和子（百道）、松島博徳（南） 

） ��Y�3�YD��h-ﾈ.｣ベﾜ�,ﾈﾎ9:�Y�Wi�偃�,ﾉn�6����5儼��ﾉ������ﾞ)gｹ=餔ﾉ^H�ｨ,ﾈﾎ8���

道場 �ｨ蘒Izx,ﾈｺ8ｵｨ/�､ｨ跖+X+ﾘ�"�

男子の部 

①内田安昭（中央）②古賀健治（東）③倉田俊一（西）④毛利幸男（太宰府）⑤岸 
川博義（南）⑥小林剛（太宰府）⑦横内靖博（西）⑧橋本憲仁（須恵）⑨本郷寅男 

（粕屋）⑩香取敏夫（博多）⑪横山国治（博多）⑫松崎高（粕屋）⑬松島博徳（南） 
⑭大石恵一（須恵）⑮吉弘正敏（南） 
女子の部 

①瀬尾涼子（博多）②村上佳子（南）③山下ヒデ子（古賀）④坂本智美（南）⑤平 
尾静香（西）⑥吉田厚子（南）⑦須尭さち子（百道）⑧江藤ルミ子（東）⑨品川和 
子（百道）⑩早川和子（宇美） 
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鮒合，土合，籠曹合 丶ｨﾜ9^8�8ﾘy8��凧　蛾，撫　養 

第21回 塗ﾈ��I?ｨ��7��｢�故佐々木菊太郎範士の出身地である宝珠山弓道場で竹地区の棚田の火祭りに合わ 

ほたるの里弓道大会 兩8鏸�(ｷﾉ;��｢�せて、標記射会が開催された。渋谷博昭村長のご挨拶の後、矢渡しに続き、1手1 

参加者139名 凛x,cIn��zxﾇch�,Xｺ8ｵｨ/�ﾗ8,�+ﾘ�)uﾘｻｸ,�I4���L(ｨH.�*ｨﾗ8,�.ﾘ.ｨ+ﾘ�"�

矢渡 ��ﾘﾘytH���ﾌ8棠��W��傅ﾈﾅ8�｢�

射手　養父正利 �ｩLｩ&ｨ��,ﾉYB�

介添　日野　正 ��ﾘ�靖W�Wh�僣��ﾘ�ｨt��(ﾋI�ﾘｶx�倩Y8x�ｨt)�曳ｸ����(h匣�｢�

伊藤　均 �8ﾕﾘﾞ悪��亶iz�H�ｨtHｮ(迄�ｷh���ﾈ�｢�
「股女子の部 

①前越里恵子（城南）②淵上祐子（古賀）③岡本美代子（日田） 
称号者の部 

①向吉弘己（東）②古賀晃子（城南）③副島多恵子（久留米） 

④深見エツ子（早良） 

市民弓道遠的大会兼 塗ﾈ�#)?ｨ��?ｨ�｢�矢渡の後、一手1立と4矢1立で競技を行った。 

福岡市議会議長杯 僣��ﾘ,ﾉ�姐ﾉ;��｢�福岡市議会議長杯　岡村良彰（南） 

参加者191名 �&ｨ��,ﾉYB�

矢渡 ��圸�ｩ|x�(��>ﾈ�ｨt���68�(��做��ﾈ�ｨt)(i�ｩ��ｨ�偸I?ｨ�ｨt8ｷｹgｹ.Yu��僣��ﾘ�ｨtB�
射手　倉田俊一 ��)m姻(耳���ﾈ�ｨtX嫌:��Ih��豫9m��ｨthﾞ)69{H耳����|x�ｨ����68�(耳���ﾈ�ｨ�����2�

浩（宗像）⑩緒方充（早良）、安藤正明（武道館）、森本秀樹（中央）、溝口敬 
二（至道館）、中牟田保（大野城）、碇光治（甘木）、香取敏夫（博多）、深見 

恭行（早良）、松崎高（粕屋）、久保雅則（南）、徳重毅（中央）、三宅竜哉（須 
恵）、梅田哲弘（宗像）、吉田隆（中央）、酒井明（福津）、向吉弘己（東）、 
古賀健治（東）、古賀誠（甘木）、岩熊幹男（至道館） 

女子の部 

①森下史子（城南）②永吉加代子（須恵）③春田奈津美（春日）④深見エツ子（早 

良）⑤高田裕子（南）⑥安山恵美子（宗像）、鈴木祝子（武道館）、長田知子（城 

南）、大童文子（武道館）、下村理智子（粕屋）⑪湯川周子（甘木）、川達眞澄 

（西）、西政子（那珂川）、朝野和江（西）、織田エツ子（城南）、坂本奈美穂 

（中央）、佐藤洋子（武道館）、石和さつき（酉）、藤田由美（太宰府）⑳中園 
菜保子（中央）、古賀みゆき（東）、相田由美（西）、田中節子（至道館）、山 
内和美（博多）、矢野文子（城南）、佐藤まさ江（太宰府）、高橋希代美（武道 

館）、永松葉緒子（武道館）、柴田珠美（大野城）、中川久美子（東） 

第20回県弓道遠的藩字種大会参加者 

男子（12名） 

岡村良彰、深見恭行、坂田龍一、三宅竜哉、浦川　剛、梅田哲弘、吉田隆、 

佐藤裕計、宮本貞雄、古賀　誠、倉田俊一、早瀬　活 

女子（13名） 

安山恵美子、森下史子、増田聖子、大島マキ工、織田エツ子、深見エツ子、 

坂本奈美穂、下村理智子、養父寿子、佐野陽子、小林房江、松尾恵子、 

永吉加代子 
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＞　東根地色

紺を，土合，籠甘食　　　何棟8，を嶋

第60回

大藤祭り弓道大会

第1回森永杯
（筑後地区総会射会）

第49回久留米市長杯

4月29日

黒木町大明館弓道

参加者261名

矢渡

射手　永石富垂

介添　山口博光

馬渡千恵美

5月6日

久留米市弓道場

参加者120名

矢渡

射手　坂口高輪

介添　水田英敏

高尾芳樹

馬　　績，撫　養

団体の部

①相知弓道会（荒久保、目高、篠原）②八女工業A（尾形、立石、東）

③八女弓道会Ⅰ（坂上、小笠原、溝尻）
一般の部

①篠原政吉（相知弓道会）②坂上雄一（八女弓道会）

③赤穂貴子（久留米笹りんどう）

学生の部

①東直人（八女工業）②立石祥吾（八女工業）③西智郁（福島）
女子最高的中賞　赤穂貴子（久留米笹りんどう）

矢渡しの後、競技を開始した。

個人　優勝　青木俊一郎（八女）

称号の部

①椛島雅清（高田）②高尾芳樹（瀬高）③坂口高精（大牟田）
④寺田公俊（久留米）⑤草場保文（小郡）

四・五段の部

①大薮巧（八女）②原田幹雄（小郡）③中村泰二（八女）
④東野隆雄（久留米）⑤高橋康弘（八女）

参段以下の部

①古賀和敏（小郡）②黒岩薫（北野）③永田昭利（小郡）
④山本靖（八女）⑤梅崎栄美（大川）

団体
①チーム福岡B　（山道健史、川崎悠貴、椋田孝行）

②柳川弓道会　（新谷将史、堤光、岡隆広）

③チーム福岡A　（藤野小百合、佐藤泉、春田奈津美）

個人

総合優勝　　山道健史（チーム福岡）
一般男子の部

①新谷将史（柳川）②中村泰二（八女）③白石陸雄（的場）
一般女子の部

①藤野小百合（久留米）②白石いくみ（的場）③佐藤泉（福智）
高校男子の部

①高田渉（三池工業）②伊藤障（福島）③大淵太聖（八女工業）
高校女子の部

①田中亜美（大牟田）②寺島萌華（筑後）③大石可奈（八女農業）

日

市

　

　

　

水

江

奥

川
畑
鋤
畑
拒
摘

舶用
弓
2
6

敏

一

子

英
慎
弘

田

口

田



甘食，土合，籠曹合

県内統一伝達講習会

（称号者）

参四五段講習会

昭雄8，を嶋

久留米市弓道場

参加者32名

矢渡

射手　高尾芳樹

介添　岡　隆広

岩永洋子

主任講師　高尾芳樹

講師　　　原田瑞枝

江上みどり

北　重晴

仙山‾岬「扁

15日（日）

久留米市弓道場

矢渡

射手　北　重晴

介添　清松和也

笹原小巻

講師　北　重晴

近藤良介

長尾弘文

藤野′J、百合

成　　績，蝿　婁

財団法人日本体育協会公認指導員の専門科目免除講習会も兼ねており、3名の申

童請者の行射検定試験が行われた。

先生方の熱い指導に引き込まれ17時過ぎまで熱心に受講生は研修した。

準備体換は椛島雅清受講生。礼記射技・射法訓唱和を草場保文受講生の先導で行わ

れた。

矢渡しは静かな弓道場の中で受講生が見守る中、3名の息がぴったりと合い、受

講者全員が一体となっていた。射手の意気込みと射手へ送られる想いの気が見える

ような介添の姿に受講生一同、気が引き締る思いであった。矢渡終了後、原田瑞枝

講師（第一介添）、江上みどり講師（第二介添）による介添指導・講評が行われた。

受講生からは様々な質問に対して、講師の先年方に丁寧に説明をして頂いた。続い

て、一手行射（新競技の運行）、行射講評、公認スポーツ指導員についての講話が

午前中に行われた。

午後は基本動作の研修及び4射場に分かれての射技研修が行われ射場をローテー

璽ションして担当射場の先生に指導頂いた0続いて、2射場に分かれて持的坐射礼と
き一つ的坐射礼の研修、その後、審査の要衝で検定試験（一手行射）が行われ講習会

忘芸曇嘉孟…華子㌫をしっか。読んで常に基本に返ることが重要であるという感

佐賀で行われた連合審査と講習会が重なったことで、受講生が29名とやや少な
かったのが残念であった。

準備体操は河口直美受講生。礼記射技・射法訓唱和を奥田弘子受講生の先導で行わ
れた。

矢波後、長尾弘文講師（第一介添）、藤野小百合講師（第二介添）
による介添指導・講評が行われた。

続いて、審査の要領で一手行射を全員実施し、4名の講師による講評が行われた。

午前の最後の講習内容として、「新しい運用、ルールについて」

近藤良介講師による講話が行われた。丁寧に詳しく説明され、とても良かったとの

受講生の声を聴くことができた。

午後は基本動作の研修をした後、4射場に分かれての射技研修が行われた。その

後は2射場に分かれて持的坐射礼の研修、新しい運行（競技の要領）で一手行射を

行い、一日の研修を締めくくった。

●　チ成26キ686日

故宮崎　武臣　先生　錬士五段（亨キ91歳）

謹んで先生の㌻冥福をお締りいfHます。

（娃）4月1日から6掲308までに県連す務局l；連絡のちった物故者（称号着）
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