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1弓道の最高白帯に「真善美jが挙げられていも弓道に於ける「真善美」と

羽目齢

平成28年1月1日

碍胃県弓道連盟広報委員会

■第52回行橋市弓道大会 10月18日 行橋弓道場 参加者171名
大会会長奥保妻教士の夷凄く介添：新忠雄、未決旅人両五段）の練、週
末2立の的中数で襲う団体戦・偉人戦を行った￠
∇正好忘小倉南A（有壁元宏、中西浩二、庄山重光）②中津扇城弓道会B
審求道浄山会A ∇領Å称号①原口勝利②濱田新治③上森偉 ∇詞人音

は帝か。
「某j射技射法の窮極、即ち技の真髄であ亀
㌻善j心の闇頓であも技と心は童の両諭のように切り放せない、技の達歩 段男子①大丸愛妻②横川政人⑤深町意隆∇値入有段女子①後藤美季②
と伴に、心も深く広く向上していく。
五鳴秀子③花畑佳子 ∇個人無段①衰書将志②横溝美希夕③桔内措平
「美jとは、文字通り薯鱒鰻であ亀
1北九凋市長旗弓道大会 11月3日 夜宮弓道場 参加者163名
健界には無数のスポーツ、体育があ亀しかtJ美jを掲げぞものは寡ない
戎改貴教士の東凄く介添：塘理秦、新木和子）の後、一手5立軒10封で攣
。一部のスケート、鮮魚くらいであって、行射の芸術性を目標の一つとする
たき☆箆棒∇男子①求道勝山会郎自答元悟、掌壌隆夫、畢琴寮
日本弓道の独自鰻は、世界に類例がない￠これは日本民族のもつ何事にも
南廠雷桃弓会Å∇女手①小倉南E（湊浅千恵、穣口恵子、花畑旗手
敵底する意欲、、更に独特の美音織が永年の間に育て磨き上げた精華なの
女華麗大学Å雷遠賀A☆傭人∇称号①田中浩一②大寒忠寧③内
であも決して現代的なスポーツ、武道とは云えないが多くの愛好者がある
東嶺茂万有疲男子①再埼悠貴②首藤憲遭③河津韓介∇有段女子①花畑
のも、ここに所以す亀
綾子②中川ひかり③福田千明∇無段①山本宏明②内野雄太⑤安都田京介
更に弓道の三つの目標は別々のものではない℡夫々を極めることにより最
後は合一の奨磯に達す急これは決して平坦な道ではないが、新年に当た ■道藩対抗弓道大会 11月7日 樵園弓道場 参加者78名
戎政斉教士の東渡後、遠的国東2立、近約四矢2立計16射で崇技を行っ
り、気辞を新たにして臨みたい。
たe ☆団体で男子芯的藩弓友会Aく金丸順二、首藤憲達、鍵田厚行き②
福岡県弓道連盟会長 久檀政雄
平成二十九年元旦
小倉南C審夜宮A∇女子①小倉南E（湯浅千恵、小野田深雪、絹口恵子）
雷的藩弓友会D ☆領Å∇称号①阿久井基②阿久井房江③内木湯茂
∇一般男子①川崎悠貴②中西浩二③森川清治 ∇一般女子①小野田深雪
雷第64回五稼対抗射会10月25日 田川市弓道場参加者116名
書田司県連副会長の朱渡世介添：韓野真理子、石橋孝子両教士上代表 雷飛澤紀子③葡口恵子
射乱打大庭忠臣、革帯漕、光量晴、中川謙治、木下明）に続き、県内四地区
韓と警察橙から選ばれた20名の選手が1手5立、団体計200封で琴技を行
■第63回宇美先鰭宮秋季奉納弓道大会 10月11日 宇美町弓道場
2位：筑後地区群115中
1旺：北九州地区乾122
4位：筑豊地区群 92中
参加者103名
∇総合優勝：花田朋子 ∇男子①神谷和生②今井英治
3位：福岡地区韓
5泣：曹秦韓
〇
③坂田儀一②舞上勲⑤田中守∇女手①白石いくみ②青草田教子③松浦
典子⑧蒔田美子⑤摂層由紀子
■第15回わんりんスポーツ弓道競技大会11月15日 福曹町161名
∇産経憲的幕弓友舎B（白石睦撞、緒方明美、赤星智）②小倉南A雷的壊
弓友会A忍香春蓉嶽館B▽嶺人男子①江崎寛②小俣近宏③白石睦堆③ 雷第29回市民報告スポーツ大会弓道大会 10月12日 武道館弓道場
中島孝夫忘太田簿一叙 ▽嶺入女子①村上佳子②那須悦子③萩野千代子 参加者272名 福岡市内のスポーツ襲技団体の7千金名が参加して平和台
読技格で簸合開会式が行われ、弓道連盟も高島市長の前を堂々と行遺した
☆最高齢者賞男子・山東正彦 女子・佐々木マサエ
。開会式後は、福岡武道館へ移動し競技を行った。
☆団体①博多区自作葬沙恵子、石亀宏治、萩最多美子、中濃章、藤田良子
②東区富強南区
■第50回秋季道格対抗射会 10月4日 田川市弓道場参加者51名
☆商人∇番号①井上由韓代②横内捕縛③古賀晃子 ∇五段①大石貴子②
石横車子副会長の東渡し健、参加者全員の一手乱射ののち田夫1立4射 萩星多美子③斬野和江 ∇国展①石松宏治②梅林正伸③小山内裕 ∇弐
の的中制による競技を行ったゥ
、参段①音賀美琴②転置聖朱審カミュ・ステファン ∇初段以下①橋川梨意
∇団捧①鞍手弓友全く堀康治、西村常陸、右横孝子）②田川弓友全逓田
雷高岡弘志③フランク・翫スナア ☆縫合唐謄：仲井沙恵子
川弓友会B∇称号の部①右横孝子②原口勝利③加生末男 ∇男子の覿
1第51回海崎杯射会 11月1日 博多の森弓道場 参加者160名
①堀泰治②石田貴宏魯安田真也∇女子の部①村書光子②半田陽子③藤 ☆総合優勝：古賀誠∇番号①冨永博之②毛利幸男③横内靖博∇五段
田豊子 ∇最高的中賞：首席孝子
①黒木由香美②本郷寅男③香取敏夫
霊第33回教塚市長杯争奪近県弓道大会11月1日 転塚市営弓道場
☆優秀賞∵称号：毛利幸男 五段：今林加代子
参加者259名 花討憲次席塚市弓道連盟会長の矢渡しの後、国東2立計8
封にて賛技開始℡ ☆嶺入線合優勝：坂上雄一 ∇団体①田川弓友会A（ 雷第5回福岡地区長杯射会11月3日 博多の森弓道場 参加者191名
原口静利、加生東男、東田義文）②喪家一驚会③小倉南B ∇一投男子 ☆縫合摩舘：大野一則∇週段①青木美紀②仲井沙恵子②奔帝正義∇弐
、参段①転宅聖夷②篠崎美騒音二宮裕子∇初段以下①杉村真由美②毒手
①坂上雄一恩川崎悠貴意福島忠 ∇一般女子①中山＝ソ二審上原和代③
小野田深雪 ∇高校男子①甲斐帯情事②津村健志③永友竜太∇高校女子
莞豊美掌汽諾相軸美卦参段：串間智亨初段以下：蓮子真由美
①売木ひよ倶訂隷坂ゆ嚢雷山本千線
m￣▼ノr

会11月8］飯塚市営弓道場参加者75名
相青光子五段、佐藤友美週段）、演武：錬

一手2回計4射で競技開始。
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道大会10月11日筑後市弓道場参加者23名
添：森北清次、小松良子） 四未2立
∇一般男子①相良周一郎②富永尚武③井出周太
∇一般女子①黒岩るみ子②馬場律子③三角富美子
■第16回福菅町弓道大会12月13日 福智町弓道場参加者506名
雷第45回高良大社くんち奉納弓道大会10月12日 高良大社境内
筑豊地区で平成27年最後の弓道大会が、506名という多くの弓道人が福
参加者193名 東津（射手：水田英敏教士） 午前中は小雨が降り肌寒く
曹町に集い開催された。∇団簿①福岡獅子奮迅会Å富AⅥ遥6チームA雷
的壌C∇一般男子①石川嵩②村田正明③眉中広大∇一般女子①花畑佳 感じたが、午後は良い天気となり素晴録止、大会となった。
☆個人総合笹謄：田中由美子∇高校女子①富原花絵②上津原遼③辻丸
子②松川葵③鬼應冴子∇高校男子①佐々木韓＃②井塚祐真⑤津村健志
葉桜∇一般女子①中村真美②小本美沙子③御原照美∇高校男子①伊藤
∇高校女子①絵発 き埼青柳鰭里奈③西田花音
祓②谷口慶樹③藤崎昂光∇一般男子①涜蓮彰文②松亀恵一③久原康年
士玉名による持ち的

∇青虫の南恵額田真理子②青田啓子③花田朋子∇無段の静芯杉野和姦
②佐藤陽素子③蘇生ゆりこ∇会長賞：石橋孝子
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■第29回柳川市長杯白秋祭弓道大会10月25日 柳川市民弓道場
参加者312名東凄く射手：野口寮、介添：新谷将史、戸川司郎）週末2立
工業E（田平瑞率、大石晶弘、二宮篤志）②文徳男
☆団体
子A雷春津工業A∇一般①大学渡合（河津雄弁、坂田和樹、百歳鎗樹）②
∇

益田由理∇海鼠①加藤教士②林晃市郎 ∇宮司寅：甲斐吉

夫渡（射手

高

■第36回勝山弓道大会 10月11日 勝山弓道蓉参加者150名
大嚢忠臣教士の東凄く介添：替理秦、坂本律子両五段）の後、四矢2立で
の団終戦・海人戦が行われた。
∇団体男子①小倉南A（内水潟茂、今次司、那須華美‖雷求道勝山会B③
的場E∇団捧女子①求道幹山会Ⅰ（飛澤紀子、荻原美津子、未頭桂子）雷
小倉南E忍的幕A
∇商人男子①内木場茂②首藤憲遭i雷鉾田厚行
∇商人女子①福崎福江②川崎知性富那須悦子
■高倉神社秋季大祭奉納弓道大会10月11日 神社境内 参加者59名
麻生圭介錬士の矢波の後、年齢で松組、竹組、緯線に分かれて、奉納礼
射1事と国東l立の計6封での個人戦が行われた。
∇松組①堀伸明恩上野勝美③中川敏則 ∇紆組①松下富枝雷米田主税審

■第52回秋

☆隠人∇高校男子①谷口慶樹②下田荊央③田平瑞季

∇高校女子①竹脇韓佳②中村文香③高松花繚∇一般男子①河津雄弁②
福田洋③鎌田修治 ∇一般女手①用達真澄②西田鐘世③林香操里
☆縫合優勝：八女工業高校E
■第20回大川市長凍争奪弓道大会 11月29日 大川市弓道場
参加者223名東凄く射手：古賀成行、介添：本田忠文、野田彰男1四東王立
☆団体①大牟田筑後連合（青田簿、久原康利、畠中光幸）②チーム八女A
③鹿島実業伐レジ土ンド☆個人∇一般男子①大薮巧②久原康刹③高尾
芳樹∇一般女子①柴田久美子②中村真美③今津正子
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教士昇格・那須不

道宮中川

貢献したとして北九凋市捧育協会より表彰された。

錬士昇格・市原

閻掛澗妙︶獣欄舶

道連盟の役職につき重責を果たす傍ら弓道の普及・振興t底辺の拡大に

∇東京特別

僅債澗佃査快偉勲
憬コ庵鞘萩丁 二

12月9日、ステーションホテル小倉において、平成15年より長きに亘り弓

蕗

■阿久井房江教士にスポーツ功労賞：！！

簿伸穀勝央活
原重口中
義徳厚時

t第53回北九州市民体育蕪弓道大会10月12日 夜宮参加者177名
大厚寒朱子教士の売渡（介添：那須悦子、花畑佳子両五段）の後、四矢2 ☆粛段・昇格おめでと
うございます☆
立での、団体戦・個人戦を行った…
∇中国地区塩時中央審査 H27．10．24・25
∇団体一般男子①九共大A（上聞持説、田川寛平、山本宏明‖②求道勝山
会B③小倉南C∇団捧一般女子①的場弓友会（森里子、竹内みゆき、川畑 錬士昇格・花畑連子日、含有）・松本悪用、倉南卜増田聖子（福岡東）
六段昇段・三宅竜拳も軍書）
美枝子）②求道勝山全逓夜宮C∇団体高校男子①育商館A（凍砂亘太 ∇九州地区塩時中央審査
郎、樽崎郁泉、潤戸翔う②門司大翔館A遷北九州高専C∇団体高校女子
錬士昇格・森山
①束筑高乾郎片周繚乃、金丸聖秦、宮田朋佳巨富小倉西A長束筑高校A
▽個人男子①白石睡韓②河津雄介③上聞拓誠∵∇個人女子意富永美咲書
六段昇段
中厚知美③森里子 ∇高校優秀射技貴：白川卓也、富永美咲
．12．19・20

喜田恵子（遠賀j・岡本美代子（宗像）
見恭行（早良）
ト坂本智美（福岡南）

●

