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 第 84 号福弓連   広  報   福岡県弓道連盟広報委員会発行 

 

平成 27 年 1 月吉日 

 福岡県連便り                   
 

12月 13日（土） 博多の森センターコート会議室で第 2回理事会が行われた。 

  

 各審査において下記の方々が昇格昇段されました。おめでとうございます。 

審査,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

【中国】 
臨時中央審査 

10月 11,12日(土,日) 
倉敷市 

六段 7名合格（内、福岡県 1名） 
 吉村明美（北九州） 
錬士 5名合格（内、福岡県 1名合格） 
内山 守（福岡） 

 

【東京】 
定期中央審査 

11月 1日(土) 
中央道場 

教士 12名合格（内、福岡県 1名合格） 
貞國輝明（北九州） 

【九州】 
臨時中央審査 

11月 24,25日(月,火) 
北九州 

錬士 6名合格（内、福岡県 6名合格） 
桑名巧一（北九州）野田千恵子（北九州）角屋俊之（北九州） 
岩熊順子（福岡）大島マキエ（福岡）水落 巧（福岡） 

【東京】 
特別臨時中央審査 

12月 22,23日(月,火) 
中央道場 

錬士 49名合格（内、福岡県 4名合格） 
内木場 茂（北九州）木村元昭（福岡）日隈功二（福岡）冨永博之（福岡） 
教士 候補者 16名（内、福岡県 2名合格） 
柴田珠美（福岡）阿久井基（北九州） 

【長崎】 
九州弓道連合審査 

12月 7日(日) 
長崎県立武道館 

五段 11名合格（内、福岡県 8名） 

第69回 国民体育大会 
 

10月 13～16日(月～木) 
島原市 

成年男子 遠的競技 6位入賞 
少年女子 近的競技 5位入賞 

 

 射会,大会関連 

射会,大会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 29回地区対抗研射会 7月 13日(日) 
福智町弓道場 
参加者 64名 

県内四地区の代表選手が採点制による、持的坐射礼、一つ的坐射礼の対抗

射会を行なった。 

総合 

①福岡地区 ②北九州地区 ③筑豊地区 ④筑後地区 

持的坐射礼(五段) 

①福岡地区（縄田千春、松尾久子、冨永博之、松島博徳、内山 守） 

②筑後地区 ③北九州地区 ④筑豊地区 

持的坐射礼(錬士五段) 

①福岡地区（酒見京子、三苫登紀子、深見エツ子、桑原正彦、毛利幸男） 

②筑豊地区 ③北九州地区 ④筑後地区 

一つ的坐射礼(錬士六段) 

①北九州地区（井原和子、西村和高、久賀一徳） 

②筑豊地区 ③福岡地区 ④筑後地区 

一つ的坐射礼(教士) 

①筑後地区（藤木政義、岩永洋子、長尾弘文） 

②北九州地区 ③福岡地区 ④筑豊地区 

第 63回五群対抗射会 

 

10月 26日(日) 

博多の森弓道場 

参加者 222名 

矢渡 
射手 吉弘正敏 
介添 三苫秋実 

深見恭行 
 

各群代表射礼 
猪口正博（警察群）那須孝美（北九州群）中嶋邦生（福岡群） 
高尾芳樹（筑後群）中山コノエ（筑豊群） 

矢渡し、各群の代表射礼後、各群の選手 20名が 1手 5立の競技を開始した。 
①北九州地区群 
（山道健史、川崎悠貴、椋田孝行、蓑原伸二、久賀一徳、中富豊、内木場茂 
 塘理奈、内木場裕見子、阿久井基、大石修裕、林晃市郎、首藤憲造、岸本昇、 
 米田主税、大庭忠臣、阿久井房江、三宮幸徳、杉原義勝、大丸俊幸、福島忠、 
那須孝美） 

②福岡地区群 ③筑後地区群 ④筑豊地区群 ⑤警察群 
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射会,大会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 14回福岡県 

ねんりんｽﾎﾟｰﾂ･文化祭  

弓道交流大会 

 

11月 9日(日) 

福岡武道館弓道場 

参加者 96名 

矢渡  

射手 久恒政雄 

介添 福永ひろ子 

熊澤 威 

矢渡しの後、3人チームで、四矢 2立の予選を開始した。予選上位 16チーム

による決勝はトーナメント戦で行った。 

団体の部 
①福岡南Ｂ（久保雅則、村上佳子、吉弘正敏） 
②福岡西Ａ（松尾久子、木脇まゆみ、濱地清司） 
③福岡中央Ｂ（大西早苗、田古里美智子、藤野孝美） 
③香春町香嶽館Ｃ（中田勇三、松島久生、高田伸俊） 

個人 
男子の部 
①小俣近宏（香春町香嶽館Ａ）②高田伸俊（香春町香嶽館Ｃ） 
③徳重毅（至中福）④阿久井基（剛弓会）⑤中島孝夫（至中福） 
⑥松尾修（剛弓会）⑦内木場茂（小倉南Ａ）⑧松崎高（かすや） 
⑨久保田順一（小倉南Ａ）⑩植田正男（Ａ）⑪原田道（福岡西Ｃ） 
⑫早川眞吾（美弓会） 

女子の部 
①石橋高子（福岡早良）②須尭さち子（百道）③柴田久美子（城南Ｂ） 
④村上佳子（福岡南Ｂ）⑤大西早苗（福岡中央Ｂ）⑥川上美津代（須恵Ａ） 
⑦藤吉一代（筑後市弓道連Ｂ） 

最高齢者賞 原田道（福岡西Ｃ）岩隈順子（真弓会） 
高齢者賞  後藤武夫（福岡西Ｃ）八波昭（福岡南Ａ）岩熊幹男（真弓会） 
小俣近宏（香春町香嶽館）吉弘正敏（福岡南Ｂ）早川眞吾（美弓会） 
中田勇三（香春町香嶽館） 

第 60回西日本弓道大会 

 

11月 23日(日) 

北九州市西日本総合 

展示場新館特設弓道場 

参加者 861名 

矢渡し 
射手 久恒政雄 
介添 大原壽矢子 

安田和恵 

北九州市で初めて開催された西日本弓道大会は、九州全県や岡山県や愛媛県

からも参加する大きな大会となった。総合展示場内に 24 人立ちの会場を作る

ため、北弓連は総動員体制で臨んだ。朝隈敏子大会副会長の開会宣言、来賓の

ご挨拶、久賀一徳選手による選手宣誓に続いて、矢渡しが行われた。大会は四

矢一回の計 12射による的中数で競う団体戦・個人戦。 

団体の部 

①日置連合（佐賀県：田中真紀・坂上雄一・豊澤篤） 

②大分めじろん A（大分県：竹尾圭祐・首藤浩太郎・石川崇） 

③めじろん強化Ｚ(大分県：松本航太郎・江藤麻妃・梶原寛章) 

④武道館（福岡県：深見恭行・深見エツ子・朝隈敏子） 

⑤めじろん強化Ｘ（大分県：佐藤陽一・安東英記・園田将巳） 

個人 

男子の部 

①木下剛夫（福岡県：的場）②篠原政吉（佐賀県：相知弓道会） 

③安東英記（大分県：めじろん強化）④唐原正人（大分県：中津扇城弓道会）

⑤内木場茂（福岡県：小倉南）⑥平湯朝喜（長崎県：口加弓道会） 

⑦大石修裕（福岡県：夜宮）⑧高野浩充（福岡県：博多の森）⑨廣實佳祐（山

口県：東ソー）⑩竹尾圭祐（大分県：大分めじろん） 

女子の部 

①森下史子（福岡県：福岡の杜）②田代さなえ（福岡県：桃弓会） 

③熊谷直子（大分県：宇佐市）④浅野和江（福岡県：博多の森女子） 

⑤財前あすか（長崎県：長崎青年部）⑥吉村明美（福岡県：小倉南） 

⑦今津正子（福岡県：笹りんどう） 



  

     

 

 

3／9 

 第 84 号福弓連   広  報   福岡県弓道連盟広報委員会発行 

 

平成 27 年 1 月吉日 

 筑豊地区便り 

 射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 32回飯塚市長杯 
争奪近県弓道大会 
 

11月 2日(日) 

飯塚市弓道場 

参加者 355名 

団体 113チーム 

個人 16名 

矢渡 

射手 花村憲次 

介添 藤木淳子 

辻田直哉 

大勢の弓道愛好家の皆様の参加をいただき、心配された天候のなか、優勝弓

や新米など豪華景品の獲得を目指して、一日弓道に親しんでいただき無事終了

することができました。 

個人総合優勝 畠中光幸（八女弓道会Ｂ） 

団体の部 

①ＡＶＧ86チーム上潮（森本秀樹四段・中山貴弘四段・坂上雄一五段 

②小倉南弓徳会Ｂ③ＡＶＧ86チームＡ   

個人の部 

一般男子の部 

①畠中光幸（八女弓道会Ｂ）②今次司（小倉南弓徳会Ｂ） 

③小林英次（飯塚一鷲会Ｂ）④木村一樹（ＡＶＧ86チーム上潮） 

⑤大森崇史（飯塚病院） 

一般女子の部 

①青木穂菜美（九電至道館）②内木場裕見子（小倉南弓徳会Ａ） 

③江藤麻紀（ＡＶＧ86チームＧ）④緒方明美（的場Ａ） 

⑤川畑美枝子（的場Ｅ） 

高校男子の部 

①伊藤寛人（嘉穂高校Ａ）②亀澤拓実（直方高校Ｅ）③松本晟也（西田川高

校Ａ）④和田芳樹（嘉穂東高校Ｂ）⑤清藤亮太（嘉穂高校Ｂ） 

高校女子の部 

①近藤優美（嘉穂東高校Ｆ）②松井りさ（東鷹高校Ｃ）③吉村美南（嘉穂高

校Ｄ）④熊本佳純（嘉穂高校Ｄ）⑤奥永奈央（嘉穂高校Ｅ） 

第 23回筑豊地区 
女子弓道大会 
 

11月 9日(日) 
飯塚市弓道場 
参加者 88名 

矢渡 

射手 吉田治美 

介添 川上たみえ  

豊田真子 

演武（持ち的坐射礼） 

石橋孝子,山本由美子,藤木淳子,吉田啓子,舛田真理子 

競技 四矢二立 立射 

無段の部  

①藤優美（嘉穂東高校）②松原 曜（嘉穂高校）③福富美貴奈（鞍手高校） 

④吉村夏奈（嘉穂東高校）⑤白坂ゆま（直方高校） 

有段の部 

①吉村美南（嘉穂高校）②船津みや子（直方道場）③舛田真理子（田川道場） 

④吉田啓子（福智道場）⑤森 美鈴（鞍手高校） 

会長賞 山本由美子（直方） 

平成 26年筑豊地区納射会 

 
 

12月 7日(日) 

田川市弓道場 

参加者 43名 

矢渡 

射手 吉田 司    

介添 安部文敏 
増田好枝 

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原口勝利（田川市）②中川謙治（田川市）③吉田啓子（福智町） 

男子の部 

①井福 到（飯塚市）②福島敏幸（飯塚市）③安部文敏（香春町）  

女子の部  

①岩本美香（福智町）②増田好枝（香春町）③竹内彩乃（福智町） 

選手権（会長賞） 

①竹内彩乃（福智町） 

,大会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 31回 
国体九州ブロック 
弓道競技大会 

8月 20(金) 
～22日(日) 

鹿屋市 

成人男子 4位,成人女子 5位 
成人男子チームは、千葉県匝瑳市にて行われる第 65回国民体育大会弓道競技に出場す
る。 

第 25回 
福岡県四地区 
対抗研射会 

8月 29日(日) 
福智町立弓道場 
矢渡 
射手 吉田 司 
介添 石橋 孝子 

吉田 治美 
        

県内四地区の代表選手が採点制による矢渡、持的坐射礼、一つ的坐射礼、三種目の
対抗射会を行なった。 
団体  ①筑豊地区 ②福岡地区 ③北九州地区 ④筑後地区 

   ①筑後地区(射手宮永向一、介添新谷将史、畠中光幸) 
②筑豊地区  ③福岡地区  ④北九州地区 

矢渡    ①筑後地区(射手 宮永向一、介添 新谷将史、畠中光幸) 
②筑豊地区  ③福岡地区  ④北九州地区 

持的坐射礼 
①筑豊地区(西澤直美、吉田啓子、永江ミサ子、石橋博勝、徳光白達) 
②福岡地区  ③北九州地区  ④筑後地区 

一つ的坐射礼 ①筑豊地区(中川謙治、舛田真理子、中山コノエ) 
②北九州地区  ③福岡地区  ④筑後地区 

第 16回 
県弓道遠的選手権大
会 

9月 12日(日) 
博多の森弓道場 
矢渡 
射手 吉田 司 
 

男子の部 
①坂上雄一 ②森下啓太郎 ③宮本貞雄 ④江藤 誠 ⑤石原重弘 

女子の部 
①永吉加代子 ②飛彈紀子 ③高橋洋子 ④藤野小百合 ⑤中川久美子 

男女、一位、二位は、福岡県代表として第 61回全日本弓道遠的大会に出場する。 

第 53回 
県民体育大会 
弓道競技 

9月 19日(日) 
八女市弓道場 

団体,一般男子の部 
①小郡(24中)②筑後市(22中)③八女市(22中)④遠賀郡(22中)⑤大牟田市(22中)⑥北

九州市(22中)⑦飯塚市(21中)⑧筑紫野市(21中) 
団体,一般女子の部 
①中間市(14中)②福岡市(11中)③古賀市(11中)④行橋市(10中)⑤糟屋郡(10中)⑥宗

像市(10中)⑦北九州市(10中)⑧遠賀郡(9中) 
団体,青年の部 
①直方市(17中)②八女市(14中)③筑紫野市(12中)④嘉麻市(11中)⑤筑後市(11中)⑥

福岡市(10中)⑦久留米市(10中)⑧大川市(10中) 

第 59回 
福岡県 
五群対抗射会 

9月 23日(木) 
博多の森弓道場 
参加者名 115名 
矢渡  
射手 吉弘 正敏 
介添 徳重  毅 

三苫 秋実 

各群の代表射礼 戎政實(北九州群)、早瀬浩(福岡群)、水田英敏(筑後群)、中山コノ
エ(筑豊群)、河野禎史(警察群) 

 
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(121中)②筑後地区群(114中)③筑豊地区群(105中) 
④北九州地区群(100中)⑤警察群(72中) 
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第 15回福智町弓道大会 
 

12月 14日(日) 
福智町弓道場 
参加者 423名 

団体の部 
①鹿島実業 OB（鹿島観徳会）②夜宮 B（夜宮弓道場）③AVG86 A（AVG86） 
④小倉南 D（小倉南弓徳会）⑤楠見会 D（楠見会） 

個人 
一般男子の部 

①石川 嵩（AVG86 A）②宮下翔平（AVG86 V）③中溝和樹（鹿島実業 OB）
④大石修裕（夜宮 B）⑤今次 司（小倉南） 

一般女子の部 
 ①益本奈緒子（AVG86 G）②石橋孝子（個人）③渡邊礼菜（楠見会 D） 
 ④豊田真子（直方くらじの君 A）⑤宮崎彩織（楠見会 D） 
高校男子の部 

①松下明弘（鞍手高校ｂ）②吉村勇志（直方高校 C）③大濱伊織（嘉穂高校
A）④福冨美納登（鞍手高校 a）⑤井塚祐真（東鷹高校 D） 

高校女子の部 
①永井桃香（東鷹高校 B）②熊本佳純（嘉穂高校 A）③片山佳栄（直方高校 L） 
④吉村美南（果歩高校 C）⑤近藤優実（嘉穂東高校 E） 

 

 

 北九州地区便り 

 
大原壽矢子教士スポーツ功労賞を受賞 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 11日 ステーションホテル小倉おいて、

遠賀弓道場の大原壽矢子教士七段は、公益財団

法人北九州市体育協会のスポーツ功労賞を受賞

し、12 月 11 日に北九州市のステーションホテ

ル小倉で表彰式と祝賀会が盛大に行われまし

た。 

表彰理由は、「長年にわたり修練を重ね、選

手として活躍。北九州弓道連盟の役職につき、

重責を果たす傍ら、指導部長として後輩の指導

に当たり、弓道の普及・振興・底辺の拡大に大

きく貢献」に対してです。表彰を受けた大原先

生は、緊張した面持ちで壇上に上がり、表彰状

とメダルの入った額を受け取りました。参加者

からは先生の功績に対して大きな拍手がありま

した。 

北九州弓道連盟からは、先生のご活躍をお祝

いするために戎会長をはじめ 6 名の役員が祝賀

会に参加しました。 
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平成 27 年 1 月吉日 

 射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 35回勝山弓道大会 

 
 

10月 12日(日) 

北九州市立勝山弓道場

参加者 150名 

矢渡 
射手 安田和恵 
介添 上田範子 

舛本敬子 

台風が接近して天気予報が気になる一日、大分県を含む北九州市内の弓道愛

好家が集まって第 35 回勝山弓道大会が開催された。矢渡しの後、四矢２立ち

の的中数で競う団体戦・個人戦が行なわれた。 

団体の部 

団体男子 

①小倉南Ｃ（今次司・小野田深雪・橋口恵子） 

②求道勝山会Ａ（平原学・成迫邦彰・杉原義勝） 

③中津扇城弓道会Ｃ（西清文・祐成本文・中野剛） 

団体女子 

①宗像親弓会Ａ（縄田千春・内田圭・西田洋子） 

②小倉南Ｆ（那須悦子・花畑佳子・内木場裕見子） 

③的場Ａ（岡村恵美・五嶋秀子・古田真弓） 

個人 

男子の部 

①今次司（小倉南）②土岐軍治（中津扇城弓道会）③成迫邦彰（求道勝山会）

④鍬田厚行（的場）⑤桒野民夫（夜宮） 

女子の部 

①橋口恵子（小倉南）②縄田千春（宗像親弓会）③熊谷美智代（的場） 

④阿久井房江（夜宮）⑤角屋智子（夜宮） 

皆中賞（8射皆中者） 今次司（小倉南） 

高倉神社 

秋季大祭奉納弓道大会 

 

10月 12日(日) 

岡垣町高倉神社弓道場

参加者 58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合わせて神社内の道場で開催さ

れた。矢渡しの後、競技に移った。競技方法は、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）②山田浩三（宗像）③小田湛久（若松） 

④山本昌広（水巻）⑤堀信明（直方市） 

竹組 

①梅田哲弘（宗像）②赤星智（的場池）③安山恵美子（宗像）④安部文敏（香

嶽館）⑤西原邦男（門司）梅組 

①益田由理（水巻）②川畑美枝子（的場池）③花田朋子（同） 

④増田好枝（香嶽館）⑤水戸章子（宗像） 

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、益

田由理選手（水巻）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５１回行橋市弓道大会 

 

10月 19日(土) 

行橋弓道場 

参加者 179名 

矢渡 

射手 奥 保幸 

介添 鬼木優子 

   安部尚子 

弓道日和の秋晴れの中、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。矢渡しの後、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田川弓友会Ａ（東田義文・原口勝利・吉田司） 

②行橋Ｅ（新忠雄・末次旅人・大丸俊幸） 

③中津扇城弓道会Ｄ（西清文・祐成本文・中野剛） 

個人 

称号者の部 

①篠原邦彦（的場）②鈴木千織（中津扇城弓道会）③貞國輝明（求道勝山会

中） 

有段男子の部 

①川崎悠貴（遠賀弓道場）②成迫邦彰（求道勝山会）③豊増義彦（鳴弓会） 

有段女子の部 

①延井静日（宇佐市弓道部）②小畑ゆり（中津扇城弓道会） 

③塘理奈求道勝山会） 

無段の部 
①新木友里（育徳館）②浜砂亘太郎（育徳館）③梅崎郁泉（育徳館）            
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平成 27 年 1 月吉日 

指導者養成講習会 

（四・五段） 

 

10月 25日(土) 

北九州市立夜宮弓道場

参加者 30名 

矢渡 

射手 増田俊博 

介添 小田湛久(受講生) 

長友かほる(受講生) 

主任講師 増田俊博 

講師   戎 政實 

  大原壽矢子 

今年度二回目の四・五段指導者養成講習会が行なわれた。班長は桑名巧市受

講生。最初に礼記射義・射法訓唱和を後藤悦子受講生の先導で行なった。今回

の主題は持的坐射礼の練習と確認。受講生を各班に分け、物見返しの間合いで

持的坐射礼を行った。称号者になるためには必須の作法であり、立射での受審

者が入った場合の間の取り方、所作の統一など、その場で注意や指導を受けた。 

午後は取懸け間合いで持的坐射礼の実習が行われた。最後は三射場に分かれて

個別指導が行われた。毎回行われる個別指導ではあるが、やはり各人の癖が出

てしまい、日頃の練習の仕方を考えさせられる良い機会となった。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。 

北九州市長旗弓道大会 

 

11月 3日(祝) 

市立夜宮弓道場 

参加者 115名 

矢渡 
射手 戎 政實 
介添 奥 保幸 

三宮幸徳 

会場の夜宮公園ではあちこちで紅葉が見られる中、北九州市長旗争奪弓道大

会が開催された。矢渡の後、四矢 2 回と一手の計 10 射による的中数で競う団

体戦・個人戦を行なった。 

団体の部  

男子団体 

①夜宮 A（福島忠・加藤穀士・阿久井基） 

②桃弓会 A（松本浩一・立野英美・安藤秀文）③行橋弓道会 B（三宮幸徳・

大丸俊幸・吉尾喜治） 

女子団体 

①小倉南 E（湯浅千恵・橋口恵子・花畑佳子） 

②夜宮 D（小野清子・小原知美・阿久井房江） 

③小倉南Ｄ（那須悦子・矢野良衣・内木場裕見子） 

個人の部 

称号者の部 

①福島忠（夜宮）（②杉原義勝（求道勝山会）③小原知美（夜宮） 

有段男子の部 

①中西浩二（小倉南）②高石忠明（行橋弓道会）③松本浩一（求道勝山会） 

有段女子の部 

①五嶋秀子（的場）②橋口恵子（小倉南）③井出憲子（夜宮） 

無段者の部 

①内野雄太（九州共立大） 

尚、この試合は 11月 23日に北九州市で開催される西日本弓道大会の予行演

習も兼ねて行われ、4 矢一回目の的中数で仮装の予選通過チームを選出、決勝

戦などを行い、各担当者も本番と同じ配置にして各々手順を確認した。 

遠賀町弓道場 

創立三十周年記念弓道大会 

 

11月 9日(日) 
遠賀弓道場 
参加者 171名 
矢渡 
射手 大原壽矢子 
介添 吉田恵子 

原田佑三子 

五年ごとに開催されている大会は、あいにくの雨模様の中、今年は遠賀町弓

道場創立三十周年記念弓道大会となり、1964 年の遠賀町町制施行から 50 周年

の節目とも重なる記念の大会となった。 

の後、一手と四矢の計 6射による的中数で競う団体戦・個人戦を行なった。 

団体の部 

 ①遠賀 A（近野久幸・川崎悠貴・添田憲志）②ﾗｽﾄ・ﾃｨｰﾝ（野村龍之介・成田

一輝・山本喬）③早稲田佐賀中学（平田悠朗・桒野確・伊藤雄太） 

個人の部 

有段男子の部 

①近野久幸（遠賀）②岸本昇（夜宮）③大庭忠臣（求道勝山会） 

有段女子の部 

①岡村恵美（的場）②花田朋子（的場）③塘里奈（求道勝山会） 

無段者の部 

①伊藤雄太郎（早稲田佐賀中学）②桒野確（早稲田佐賀中学）③山本喬（ﾗｽ

ﾄ・ﾃｨｰﾝ） 

 尚、昼食の期間を利用して余興が行われ、当選者にはトマトがもらえる楽し

い企画もあった。 
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平成 27 年 1 月吉日 

道場対抗弓道大会 

 

12月 7日(日) 

桃園弓道場 

参加者 65名 

矢渡 
射手 大原壽矢子 
介添 長友かほる 

原田祐三子 

連日続く肌寒い一日、北九州地区の各道場から集まった選手により遠的と近

的の合計的中数で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、各自遠的 4 矢 2 回と近的 4 矢 2 回の計 16 射による合計的中数で競うも

の。 

団体の部 

男子 

①的場Ｃ（首藤憲造・村田章・岩本吉正）②小倉南Ａ（内木場茂・庄山幸光・

那須孝美）③小倉南Ｃ（中西浩二・花畑佳子・久保田順一） 

女子 

①的場Ｂ（花田朋子・竹内みゆき・川畑美枝子）②夜宮Ａ（小野清子・小 

知美・阿久井房江）③小倉南Ｅ（湯浅千恵・小野田深雪・橋口恵子） 

個人の部 

称号者 

①福島忠（夜宮）②那須孝美（小倉南）③桒野民夫（夜宮） 

一般男子 

①中西浩二（小倉南）②岩本吉正（的場）③庄山幸光（小倉南）④首藤憲造

（的場）⑤松本浩一（桃弓会）⑥村田章（的場）⑦白石睦雄（的場） 

一般女子  

①橋口恵子（小倉南）②竹内みゆき（的場）③小野田深雪（小倉南）④花田 

朋子（的場）⑤那須悦子（小倉南）⑥高村康子（的場） 

 
 福岡地区 

射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 50回梅崎杯射会 

 

11月 2日(日) 

博多の森弓道場 

参加者 145名 

矢渡 
射手 阿部政彦 
介添 頼金和文 

  市川裕一 

五段以上の選手による 1手 3 立の競技を開始した。 

総合優勝 内山榮一（太宰府） 

称号者の部 

①梅田明宏（粕屋）②早瀬浩（宗像）③向吉弘己（東）④坂本奈美穂（中

央）⑤伊藤琢摩（甘木）⑥毛利幸男（太宰府）桑原正彦（福津）橋本憲仁

（須恵）濱地清司（西）頼金和文（博多）瀬尾凉子（博多）養父壽子（筑

紫野）梅田哲弘（宗像）吉田隆（中央）平川泰博（武道館）藤田由美（太

宰府）中島孝夫（福津） 

五段の部 

①松崎高（粕屋）②桑原千佳代（福津）③富永博之（中央）④高橋希代美

（武道館）⑤増田聖子（東）⑥奥田尚子（宗像）⑦古賀義隆（城南）⑧橋本 

 千晶（太宰府）岡村良彰（南）朝野和江（西）飯村友三郎（春日）黒木由

香美（早良）小野澄子（南）深見恭行（早良）安武直次郎（中央）倉員春

雄（城南）大庭司（宗像）浜田綾子（古賀）下川繁治（大野城）山田浩三

（宗像） 

優秀賞毛利幸男（太宰府）藤木京子（宇美） 

第 4回福岡地区長杯射会 

 

11月 3日(祝) 

博多の森弓道場 

参加者 162名 

矢渡 

射手 宮本貞雄 

介添 森下 稔 

飯尾壽夫 

四段以下の選手が 1手 3立の競技を開始した。 

総合優勝 中村聖一（春日） 

四段の部 

①会田真理子（西）②矢田部亮孝（福津）③春田奈津美（春日）④井川健一

（南）⑤川井和彦（至道館）⑥山本正明（南）⑦大田健一郎（西）⑧藤みや子

（早良）寺嶋夕貴（博多）森下稔（博多）熊谷圭三（春日）志垣幸貴（南） 

矢野文子（城南）藤田良子（南）中牟田保（大野城） 

弐,参段の部 

①山下友（博多）②杉町康子（須恵）③宮崎紀恵（大野城）④波多江貞光（至 

道館）⑤大石恵一（須恵）⑥長谷保則（中央）⑦松尾聖矢（東）⑧櫛間智亨

（糸島）⑨杜下淑恵（中央）山下祐二（宇美）魚住章（福津）久保田正謹（春 

日）⑬新開美穂（博多）木戸章子（宗像）古賀博俊（南）平川研一郎（南） 

末永麻美（春日）田古里美智子（中央）中村淳二（那珂川） 

初段以下の部 

①古賀孝（宇美）②西岡美紀（中央）③吉松隆（須恵）④内田学（宗像） 

⑤村田明美（早良）轟斉洋（宇美）杜下淳次（中央）日下部光希子（南） 

田中美由紀（至道館）冨永育夫（南）横山柳子（宗像）家永蓮子（宗像） 

伊熊加寿子（至道館）中村健次（東）徳山美子（西） 

優秀賞藤田良子（南）杉町康子（須恵）古賀孝（宇美） 
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平成 27 年 1 月吉日 

第 28回住吉神社 
歩射祭奉納射会 

11月 9日(日) 

博多の森弓道場 

参加者 246名 

主催 住吉神社 

 

国の安泰を祈念する、住吉神社歩射祭の神事の一環として、弓道愛好者で奉 

納射会を行った。終日寒い日となったが、日頃の修練を発揮して１射１射に 

熱のこもった射が行われた。 

総合優勝 林隼輔（九州産業高校） 

称号の部 

①古賀健治（東）②宮本澄子（博多）③森山浩（博多） 

有段男子の部 

①中牟田保（大野城）②松尾恵一（八女）③都甲都朝寛（博多）石松宏治（博

多）松尾聖矢（東） 

有段女子の部 

①村尾理恵（博多）②澤田麻利子（東）③山下友（博多） 

高校男子の部 

①藤山昇平（九州産業高校）②荒木翔太（福岡工業高校）③川畑竣哉（福大

大濠高校） 

高校女子の部 

①河野仁美（福工大城東高校）②武田風香（筑紫中央高校）③茂島南歩（福

岡中央高校） 

第 47回福岡女子弓道大会 11月 16日(日) 
福岡県武道館弓道場 
参加者 209名 
矢渡 
射手 朝隈敏子 
介添 林れい子 
   深見エツ子 
模範礼射（持的座謝礼） 
一の立 永吉加代子 
二の立 小林 裕子 
三の立 福永ひろ子 
四の立 田中恵美子 
 
 
 

総合優勝 岡村純子（南） 
称号者の部 

①井上由綺恵（西）②小林裕子（東）③坂本奈美穂（中央）④深見エツ子（早
良）、古賀晃子（城南）的野茂登子（春日）谷口由美子（東）林れい子（武
道館）案浦安子（粕屋）永吉加代子（須恵） 

四、五段の部 
①大島マキエ（東）②柴田久美子（城南）③田中節子（至道館）④春田奈津
美） 
⑤吉田厚子（南）田澤雅世（宗像）石橋高子（早良）伊藤多恵子（太宰府）
大石貴子（東）柿木貞子（東）⑪坂本悦子（太宰府）飯田由記子（宇美） 

初～参段の部 
①溝田八寿子（春日）②渕上祐子（古賀）③杜下淑恵（中央）④有岡美津子
（太宰府）⑤古谷妙美子（春日）⑥原本理沙（城東高）内野和子（筑紫野）
渡邉尚子（春日）井川令子（筑紫野）渡辺 葵（須恵）井川絵美子（中央）
森本智美（春日）犬山真弓（中央）青木美紀（春日）⑮金子由里子（中央）
椎木圭弥（太宰府）樋口三恵子（早良） 

無段の部 
①大塚玲奈（福岡高）②玉江藍花（福岡高）③池松水緒（福岡高）④井上悦
子（早良）⑤村田明美（早良）今泉麗樹（城東高）石橋侑子（九大）中村有
伽（城東高）永渕夢子（早良）真崎志桜里（大濠）北原 彩（城東高）佐藤
祐希（大濠高） 

福岡地区納会兼市民総合ス
ポーツ大会 
五段、以上昇段者披露 

12月 14日(日) 
博多の森弓道場 
参加者 316名 
矢渡 
射手 吉弘正敏 
介添 梅田明宏 
  森山栄一 

 

福岡地区弓道連盟の今年をしめくくる納射会を催した。今年の昇段者 14名の

披露礼射を行い、和やかな射会となった。 

総合優勝 西 政子（那珂川） 

称号者の部 

①坂本照男（古賀）②古賀健治（東）③内山栄一（大宰府）④中島隆夫（福

津）④倉田俊一（西）④松本安之丞（粕屋）④徳重 毅（中央） 

五段の部 

①中村聖一（春日）②宮本康平（春日）③川端志津男（中央）④伊藤久生（須

恵）⑤國武朋子（筑紫野）⑤岡村純子（南）⑤森山信代（士道館）⑤横山国

治(博多) ⑤大場 司（宗像） 

四段の部 

①吉田厚子（南）②川邉眞澄（西）③桂喜代美（春日）④白水和敏（春日）

⑤梅崎眞弓（城南） 

弐・参段の部 

①河原明子（大宰府）②松浦典子（古賀）③井上つばさ（粕屋）④征矢大助

（武道館）④古賀美琴（城南）④中村智佐子（宗像）④松尾聖矢（東） 

④杜下淑恵（中央） 

初段以下の部 

①秋吉徳政（春日）②古賀 孝（宇美）③祝原元春（宇美）④CAMUS STEPHANE

（ｶﾕﾐ・ｽﾃﾌｧﾝ）（中央）⑤猪本広美（古賀）⑥加藤典子（粕屋） 
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 筑後地区 

射会,大会,講習会 開催日,会場 成  績 , 概  要 

第 51回秋季 

筑後市民弓道大会 

 

10月 12日(日) 

参加者 22名 

矢渡 
射手 天ケ瀬紀昭 
介添 富永尚武 
   森北信次 

一手坐射、一手 5 立の競射終了後、余興として 3 人の団体戦を行なった。

総合優勝 黒岩るみ子 

一般男子の部 

①播广屋茂 ②坂井義則 ③富永尚武 

一般女子の部 

①富永一美 ②三角富美子 ③小松良子 

熊野神社秋季大祭 

奉納弓道大会 

 

11月 3日(祝) 

熊野神社弓道場 

参加者 120名 

矢渡 
射手 坂口高精 

今回の大会は坂口高精先生の八段昇段を祝って、装束衣装で矢渡が行われ

た。少々寒くはあったが、天候にも恵まれ穏やかに大会が進められ無事に終

了することができた。 

団体の部 

①大弓連 E ②大弓連 B ③大弓連 F 

個人 

男子の部 

①鎌田修治（大弓連 E）②田中洋一（大弓連 E）③柿原浩一（大弓連 B）        

④中島正明（大弓連 E）⑤中島魁星（伝習館高 D） 

女子の部 

①野田有佳利（三池高 C）②西辻日南子（大牟田北高）③澤佳子（大弓連 D）

④原田梨花（伝習館高 M）⑤江上雛（伝習館高改） 

第 28回筑後地区 

女子弓道大会 

 

11月 3日(祝) 

久留米市弓道場 

参加者 142名 

矢渡 
射手 川地若子 
介添 笹原小巻 

椛島節子 

代表礼射（岩永洋子、奥田弘子、河口直美、大石瓊代、福原由美子）の後、

4射の 3立 計 12射で競技を開始した。 

総合優勝 有次さつき（久留米大学） 

中学生の部 

①増江さら（三潴中）②龍陽香莉（大川南中）③河村葉月（大川南中） 

④津崎七海（大川南中）⑤石橋花音（三潴中） 

高校生の部 

①大石可奈（八女農業高）②酒井愛理沙（福島高）③村上裕香（明善高）

④東優衣（明善高）⑤木原千佳（明善高） 

四段以下 

①中村真美（北野）②赤穂貴子（久留米）③田中由美子（久留米） 

④城後美智代（八女）⑤大石利香（久留米） 

五段以上の部 

①坂田直美（大牟田）②中島由美子（久留米）③福原由美子（久留米） 

④副島多恵子（久留米）⑤金子豊子（瀬高） 

第 42回久留米 

ほとめき弓道大会 

 

11月 16日(日) 

久留米市弓道場 

参加者 150名 

矢渡 
射手 水田英敏 
介添 東野隆雄 

山下智子 

矢渡しの後、競技が始まった。5人一チームで各人 4射を 3立行い、上位 8

チームが決勝トーナメントへ進んだ。トーナメントでは 1 本差で勝敗が決ま

る場面が多く、緊張感のある決勝戦となり観覧席からも歓声が出ていた。 

①久留米大学御井 B 

（友成仁紀、坂口裕太郎、矢野敦士、山本潤一、長谷川和史） 

②小郡 D（草場保文、大塚昭典、福田良子、勇川優子、福田孝幸） 

③久留米 A（高倉幸治、内林久雄、東野隆雄、小笠原茂、江口慎一） 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 


