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平成 30年度上期トピックス 
・7月 21日の幹事会において、石原源一氏(S51)が幹事長に選任されました。又、稲門体育会代表委員が 

小島氏(S38)から、長谷川氏(S43)に交代しました。 
 

・吉田和樹君(早稲田高校 2年生)が 10月の国体(福井県)東京都少年男子 A 代表に選出されました。 

  他は、東海大菅生、荏原、八潮の 3名で、女子は桜修館、翔陽、美原、文大杉並の 4名です。 
 

・西野敏哉氏(S58、三井住友信託専務)が大阪池田市との業務協定の件で、日刊工業紙(5/14)に掲載され 

ました。                               

（注）トピックス掲載案件がありましたら末尾担当までご連絡下さい。 

1.稲弓会行事報告 

◎平成 30年度春期オール早稲田 

（3月 22日(木) 於本道場 ） 

・優勝 早稲田高校Ｎチーム 

     吉田和樹(３年)、近藤蓮(３年)、枝吉航世(３年) 

・二位 大学Ａチーム 

     中谷、黄楊、合田 

・三位 大学Ｂチーム 

     小澤、牧山、宮川 

・Ｂグループ優勝 早稲田高校Ｊチーム 

・個人優勝 中谷透(基幹４年) 

・二位 黄楊翔平(法３年） 

・三位 宮川晃弥(スポ 1 年) 

・高校生優勝 枝吉航世(えだよしわたる) 早稲田高校３年 

・中学生優勝 牧野祥太 早稲田中学３年 

・稲弓会出席者平日開催の為  原田氏、庭田氏 

 

◎平成 30年度高柳杯 50射会 

（3月 25日(日) 於本道場 ） 

道場の使用関係で、本年度はスケジュールを変更して３月に開催

されました。 

優勝は米田氏、石原氏の 39 中でのアベック優勝でした。 

以下、加藤氏 29 中、武田氏、庭田氏 27 中、原田氏 26 中、

松田氏 25 中、以下西田氏、佐藤氏、瀧本氏、畠中氏、小川さん、

鏡さん、内海氏、穐原さん、多賀氏、小林氏、山本氏、佐々木氏、

河西氏、  村松氏、井川氏、長谷川氏、黒川氏、後藤氏 

以上 参加者は 25 名 

 

◎平成 30年度早慶明遠的大会 

（5月 4 日(金) 於全弓連中央道場 ） 

5 月 4 日、明治神宮の全弓連中央道場にて今年度早慶明遠的

大会が開催されました。結果は残念ながら２位に止まりました。 

昨年は OB の的中が原因で３位となりましたが、本年は若手の参

加もあり OB 戦は大勝でした。 

優勝 ：慶応 学生：218  OB：179  合計：397 

早稲田    184      192      376 

明治      205      157      362 

 

瀧本氏(S49)、石原氏(S51)、小峯氏(H25)が 19 中、 高橋

氏(H30)18 中、小笠原氏(S36)17 中、 庭田氏(S61)、倉持氏

(H30)が 16 中でした。 

【以下参加者(順不同)】 

井上氏、内海氏、米田氏、長谷川氏、小川さん、井川氏、奥村氏、木俣氏、

平山氏、原田氏、佐々木氏、黒川氏、山本氏、平山さん、中村氏、小島氏、

河西氏、頼政氏、鏡さん。 

計 26名 

 

◎第 28回稲弓会ゴルフコンペ 

（5月 11日(金) ） 

平成 30 年 5 月 11 日（金）に今回も畠中先輩のご尽力により、

日高 CC に於いて 12 名の参加者により開催されました。５月として

は温かなゴルフ日和の中、やや長い距離に苦しむ結果でした。 

尚、今回の優勝者 田房氏は 10 月の稲門体育会主催のコンペ

(千葉 CC)に代表として参加します。 

【成績 (新ペリアによる)】 

優勝  田房賢太郎氏(S43) グロス 104、 ネット 75.2 

準優勝 岩崎隆氏(S37) グロス 92、 ネット 76.4 

ベスグロは３位の北原彬氏(S41)の 90 でした。 

【以下順位(ネット)】 

渡辺氏(S43)、小笠原氏(S36)、森氏(S38)、岩田氏(S45)、行方氏

(S45)、畠中氏(S29)、小島氏(S38)、松岡氏(S38)、村松氏(S47) 

 次回開催は、平成 30 年 11 月 28 日(水)常陽 CC にて開催致

します。岩崎先輩により 5 組の枠をお取りいただきましたので大勢の方

の参加をお待ち致します。 

 

◎平成 30年度総会及びホームカミングデー 

（6月 2 日(土) 於東京住友クラブ） 

例年と同様、6 月第一土曜日(2 日)に、新宿の東京住友クラブに
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て総会に続きホームカミングデーが開催されました。 

 総会では決算、予算をはじめ全６議案が原案通り承認されました。

役員及び幹事選任については、米田会長、行方副会長、井上氏、

長谷川氏両会計監事の役員が再任され、２９名の幹事が選任され

ました。 

 ホームカイミングデーの今年度招待参加者は、傘寿以上の畠中氏、

小林氏、小笠原氏、守谷氏と S43 年卒部の渡辺氏、田房氏、梶

田氏、神谷氏、新開氏、鈴木氏、佐々木氏、金子氏、蒲生(谷)さ

ん、S53 卒部の武弓氏、小川(桑本)さん、小泉(岡田)さん、S63年

卒部の金子氏、堀山氏、高橋氏(榊原)夫妻、高倉(植松)さん、

H20 年卒部の榎本氏、大窪氏、H30 年卒部の高橋さん、野見山さ

ん、そして今年からメンタル面のコーチをお願いしました S61 年立教大

卒の藤沢さんの 26 名で、大幅な増加となり、2 時間を超える大変に

ぎやかな会となりました。 

 来年も６月第一土曜日(1 日)に総会及びホームカミングデーを開

催致します。会場は校友サロン(本部キャンパスの大隈タワー内)を予

定し交渉中です。 

来年のホームカミングデーの招待者は傘寿以上及び S44、S54、H

元年、H11、H21、H31 卒部の方々です。会員の皆様もあわせ、ぜ

ひ同期の方々とお誘い合わせのうえご参加して下さい。 

 

 

 
S43年卒部生の皆さん 

◎学院戦 

（6月 3 日(日) 於学院弓道場 ） 

去る 6 月 3 日(日)、稲弓会対早大学院弓道部の練習試合が学

院弓道場にて開催されました。 

これは米田会長の発意により実現したもので、オール早稲田内の両

チームの親睦とともに昨年の第２道場閉鎖により練習場所を失った稲

弓会の三田戦前の練習を兼ねて行われたものです。 

稲弓会方の参加者は９人で小笠原氏(S36)、小島氏(S38)、

米田氏(S41)、長谷川氏(S44)、石原氏(S51)、小川氏(S53)、

西田氏(S57)、穐原氏(S58)、奥村氏(S62)。 

学院方がインターハイ都予選が近いと言うことで試合形式は５人立ち

とし、互いに２チーム、計４チームによる８射の試合を行い、その後追

加で４射の試合を行いました。 

試合結果は最初の８射の試合は稲弓会Ａチーム(奥村氏、石原

氏、小島氏、米田氏、小笠原氏)が 18 中で勝利。２試合目は学

院Ａチームが 11 中で勝利。 

的中は羽分け程度となりましたが、稲弓会は三田戦に向けて、学

院はインターハイ都予選に向けて良い練習試合となりました。試合後

に学院側からも「いつもの立ち練習とは違った緊張感ある試合練習に

なりました」と好評でしたので、今後も機会があれば練習試合を組みた

いと考えています。 

なお、試合後稲弓会メンバーは学院近くの小笠原さんのお宅にお

邪魔させて頂きました。この場をおかりしてお礼申し上げます。 

 

◎平成 30年度三田稲門戦 

（6月 10日(日) 於三田綱町道場） 

6 月 10 日（日）に行われた三田稲門戦で、前回の日吉正志道

場戦の 142 中から 34 中落とし、例会、練習会、合宿等の効果も

見られず残念ながら大敗を期し 17 連敗となりました。 

三田弓友会会長の「対稲門戦に勝つ」との決意から、ここ 10 年間

でも 1 勝 18 敗 1 分けで通算 85 勝 84 敗 4 分けとなりました。 

 

【結果】稲弓会：108 中  対  158 中：三田弓友会 

 

稲弓会の成績上位は 米田会長 16 中、奥村氏 12 中、庭田氏

11 中でした。 

三田弓友会は恩田氏(H30)、佐久間氏(H29)、礒野氏(H24)

の 17 中、日野氏(H30)、増田会長(S45)、村田氏(S45)の 16

中、来嶋氏(S44)の 14 中等。 

【その他参加者(順不同)】 

高橋氏(H30)、河西氏(H2)、佐藤氏(S59)、石原氏(S51)、山本氏

(S59)、瀧本氏(S49)、佐々木氏(S43)、原田氏(S39)、小島氏(S38)、

行方氏(S45)、井川氏(S57)、多賀氏(S38)、穐原さん(S58)、西田氏

(S57)、小川さん(S53)、村松氏(S47)、長谷川氏(S44)、黒川氏(S38)、

小笠原氏(S36)、畠中氏(S29) 

今回の参加者は両者とも 23 名でした。 

 

◎平成 30年度全関東 OB 対抗戦 

（6月 17日 於日本武道館） 

・予選 

大前  森川未和子氏 (H30 年卒)  1 中 

中   高橋真人氏  (H30 年卒)   ２中 

落   倉持洵氏   (H30 年卒)  1 中 

計 4 中 

今回は若手中心で参加しましたが、結果残念ですが稲弓会の予

選敗退が決定。 



3 

 

 

◎平成 30年度第 8回例会 

（7月 21日(土) 於本道場） 

 

優勝  石原源一氏(S51) 18 中 

準優勝 庭田裕巳氏(S61) 15 中 

【参加者 22 名】 

畠中氏、井上氏、小笠原氏、黒川氏、多賀氏、原田氏、米田氏、 

行方氏、村松氏、瀧本氏、下山氏、石原氏、小川氏、井川氏、西田氏、

穐原氏、佐藤氏、山本氏、飯島氏、庭田氏、木俣氏、髙橋氏 

 

石原新幹事長が初矢から 11 本詰めて、合計 18 中という、例会

では久々の高的中で優勝されました。 

 

◎ 稲弓会石和合宿  

（9月 29日～30 日 於石和温泉泉山壮） 

 

恒例の稲弓会合宿が開催されました。 

今年は台風 24 号による延期も懸念されましたが予定通りの日程

で開催されました。参加者は日帰りの 2 名を含め 16 名でした。 

初日は矢道に水たまりができるほどの雨でしたが、2 日目は雲の合

間から日が差す事もあるほどで、解散の 12 時まで雨は降りませんでし

た。また射会の結果は優勝 米田氏、準優勝 畠中氏という結果でし

た。 

参加者                                                         

畠中氏、小林氏、井上氏、小笠原氏、小島氏、黒川氏、原田氏、米田氏、

長谷川氏、村松氏、瀧本氏、下山氏、松田氏、穐原氏、奥村氏、小峰氏                                      

（下山 記） 

◎平成 30年度幹事の役割分担 

 

（敬称略，順不同） 

総務 

 

※総会，ホームカミングデーの企画等 

石原/河西/岩田/髙橋/山本/穐原/野見山 

記録・資料 ※戦績：年史編纂資料及びミュウジアム資料他 

(兼 125周年） 小川/長谷川/鈴木/(米田)/(庭田) 

名簿管理 ※名簿の追加・更新 

 瀧本/横山(卓)/下山/奥村/加藤/小峯(小澤） 

E-mail ※Ｅmailの発信 

 下山/奥村 

議事録 ※幹事会等の議事録作成 

 野村/佐々木/関根/橋本/平山/小峯/中村 

会計 ※会計全般 

 佐藤/穐原/河西 

渉外 ※稲門体育会代表委員 

 （長谷川） 

広報 ※稲弓会ニュース発行他 

 岩田/鈴木/野村/関根 

合宿 ※合宿の企画 

 下山/石原/佐藤 

研究会 ※研究会の企画運営 

 奥村/加藤 

ゴルフ会 ※ゴルフコンペの企画 

 岩田/(村松) 

弓道部強化 ※監督・コーチ 

 庭田 /武井 /原田 /丸田 /佐藤 /平山 /中村

/(森)/(林)/(藤沢) 

附属，系列校強化 ※監督・部長 

 原田/楢原/奥村/(新聞)/河西 

OB強化 ※例会・練習会の企画及び会員の弓術の強化 

 (行方)/下山/小川/穐原/佐々木/山本/石原/

髙橋/光明/野見山 

キャリア支援 ※学生へのキャリア支援企画 

 小峯/鈴木/中村 

125 周年委員会 ※2033 年 3 月、創部 125 周年記念事業の企

画 

 (長谷川)/鈴木 

HP ※HPの管理、運営 

 野村/鈴木/(新津) 

※( )は幹事外 

 

 

 

・ 鳴嶋 保代(S44) 
 

皆さま、初めまして、S44 年卒の鳴嶋(旧姓、田中)保代と申します。

長谷川さんの代です。日本に帰るたびに、長谷川さんのお蔭で、弓道

部同期会をしていただいています。 

 

弓道との出会い 

10 歳の弟が親戚の子と一緒に、近所のお遊びの弓道場（将棋道

場もかねて経営）にいっていたのを、「お昼ごはんよ」と呼びに行った私

が、その翌日から、弟と一緒に毎日のように通いはじめ、そこの国体にも

出られた宮田さんのお兄さんが、四歳下の私の弟と一緒に、田園調布

の浦上栄先生の弓道場に連れて行ってくれました。中学 2 年生の時

です。 

 

高校は都立八潮高校 

高校一年生の夏休みに、第 6 高等学校弓道大会(インターハイ)

東京代表四校のうちに入り、九州へ、“行き”は特急夜行列車の『さく

ら』で、“帰り”は鈍行で、途中、広島の安芸の宮島見学！確か、女子

のもう一校は、私立調布高校、男子は、早稲田学院高校と私立目

黒高校でした。この時、早稲田学院高校のチームは袴をはいていまし

た。多分、米田さん、宮崎さんもいらしたと思います。私たちは、体操

着！袴がひどく印象に残ったものです。凄くかっこよかったです。この時、

どんなことがあっても、早稲田大学に行こうと決心しました。 

 

大学に入学してからは・・・ 

今、一つだけ白状しなければいけないことがあります。3 年から、4 年
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になる春休み、左足首の骨を折り、合宿にいけませんでした。階段を

踏み外したことになっていましたが、実は、八潮高校の OB のスキーに

長野の白馬にいって、やってしまいました。申し訳ございませんでした。

渋谷(旧姓、森谷)芳子さん、西澤玲子さん、との 3 人、稲垣源四郎

監督さんの『弓道入門』の 61，69，70 ページなど、芳子さんがコピ

ーしてくれました。 

 

就職 

福島テレビのアナウンサー試験の最終の 5 次試験の面接で、5 名

が残り、子供服のコマーシャル時間オーバーのためか、私はダメでした。

地元の女性が決まりました。結局、ホテルニューオータニのフロントオフィ

スで、インフォメーションクラークとして 1 年間、上智大学の土手をハイヒ

ールで通っているうちに、四谷のオーストラリア観光局マネージャーのヘッ

ドハントで、総支配人を通じて、オーストラリアのメルボルンのヴィクトリア

ホテル(現在は名前が変わっている)に 2 年間の契約で、来てほしいと

言われましたが、父が一年だけならいいと、やっと許してもらいました。

1970 年の日本のある商社のクリスマスパーティーで、紹介された弓道

とは全く関係のない人と結婚！1972 年のことです。そのまま、オースト

ラリア在住！1988 年から 2007 年までの 20 年間、日本語ブームに

乗って、日本語教師として All Saints’ College という私立のミッショ

ンスクールに勤務しました。その後、ウロゴン大学で非常勤講師として、

6 年間シドニーから電車で 2 時間のところの大学で教えました。4 人

の子供、5 人の男の孫と一人の孫娘、それから、スイスのジュネーヴに

住んでいる末娘が、12 月男児出産予定のため、老夫婦二人で、7

人目の孫の顔をみに 3 週間、行ってきます。クリスマスとお正月は、ブ

ルブル震えて過ごすことになります。異国の地で、Facebook の早稲

田大学の投稿を見るたびに懐かしく、また、若い後輩たちの活躍を楽し

んでいます！来年のホームカミングには、是非とも出席できるように健

康に留意し、皆さまとお会いできるように、それまでは何が何でも生きて

いきます！その節はよろしくお願い致します。 

・ 植野 博之(H1) 
 

卒業以来、弓を手にすることもなく、気が付けば 30 年が経とうとし

ています。この原稿のご依頼をいただかなければ、弓道部のことは忘れ

た昔の一部のままでした。 

ご依頼をいただいた 8 月は酷暑の日々ですが、いまほどでなくても昔

も暑かったことをただ漠然と思い出します。 

その季節といえば思い出されるのは「夏合宿」です。入学して初めて

広島を離れ、長野県なども行ったことはなく、夏でもこんなに涼しいとこ

ろがあるのかと、ただ驚いたというのが印象でした。合宿する宿の弓道

場の矢道を渡る風、ゆったりと泳ぐ池の鯉、近くの山から聞こえてくるどこ

か物寂しい蜩の声、どれも懐かしく思い出されます。 

1・2 年生のときはただただ練習して周りについていこうと必死だった

日々、3・4 年生のころは怪我や結果が出ないという壁を越えようとも

がいた日々だったと思います。結局、壁を越えられず、卒業してから弓

を手にすることはなくなりました。 

卒業後は広島に戻って働いておりますが、弓も矢も部屋の片隅に置

いたまま、いまを迎えております。時の経つのは学生のころの 10 倍ぐら

い早いようです。 

弓を引かなくなり、仕事の傍らでやったことは、スキー・スキューバダイ

ビング・競技エアロビックなどでしたが、いまは競技エアロビックだけになっ

ています。 

仕事を終えると、平日はフィットネスクラブで 3～4 時間のトレーニン

グ、休日は競技の練習に明け暮れる生活を送っていて、「部活」をやっ

ている学生のようだと、周囲だけでなく競技エアロビックの指導をしていた

だいている先生にも言われるような日々です。 

学生の頃に、いまぐらいの取り組み方で練習していれば、もっと上手

くなれたのではないか、壁を越えられたのではと今更ですが思われます。

やっていることはまったく弓を引くことには関係ないのですが、この呼吸の

し方があの頃できていれば、この身体の使い方、このように弓手の小指

に力をかけていればうまくいったのではと思われることがしばしばです。 

もしあの頃に戻れるならこうすればよかったと後悔することが多々あり

ますが、この先は後悔することが少なくなるよう、日々を過ごしていこうと

思います。 

最後になりましたが、学生の頃ご指導くださった先輩方、同時期に

在籍された皆様、お元気でお過ごしのことと思います。いまではお会い

する機会もありませんが、この先もお元気でお過ごしくださればと願って

おります。 

 

2. 男子部試合結果 

⦿平成 30年度定期戦 

▼対日本大学（4月 15日 於日本大学） 

 
よって、日本大学の勝ち 

 

▼対中央大学（4月 12日 於本道場） 

 
よって、早稲田大学の勝ち 

 

▼対法政大学（4月 29日 於法政大学） 

 
よって、法政大学の勝ち 

 

▼対慶應義塾大学（5月 13 日 於慶應義塾大学（日吉）） 

(20射)

牧山 阿部 中谷 幸明 計

19 14 13 18 64

宮川 合田 黄揚 志岐 計

20 11 12 15 58 122 132

総計 日本

(20射)

牧山 阿部 小澤 幸明 計

19 14 18 15 66

宮川 西原 竹沢 志岐 計

20 18 17 16 71 137 132

総計 中央

(20射)

牧山 阿部 竹沢 幸明 計

18 16 12 18 64

宮川 西原 黄揚 志岐 計

20 12 15 15 62 126 147

総計 法政
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よって、早稲田大学の勝ち 

 

⦿第 48回全関東弓道選手権大会 

（6月 16 日～17日 於日本武道館） 

・男子団体予選 

 
よって、早稲田大学のシード権獲得、並びに決勝トーナメント進出が決定 

 

・決勝トーナメント二回戦 対日本大学生物資源科学部 

 
よって、早稲田大学の決勝トーナメント三回戦進出が決定 

 

・決勝トーナメント三回戦 対中央大学 

 
よって、一手競射 

 
よって、早稲田大学の決勝トーナメント三回戦敗退が決定 

 

【大会結果】 

優勝  法政大学 

第二位 中央大学 

第三位 日本大学 

 

⦿都学連 100射会 

（５月５日於全日本弓道連盟中央道場） 

牧山千莉（スポ３年） ９７中 

優勝及び連中賞（６４連中） 

 

 

⦿第三十回全国弓道選抜大会 

（6月 23日～24 日 於全日本弓道連盟中央道場・明治神宮至誠館） 

 

・男子団体戦予選 

 
よって、決勝トーナメント一回戦進出が決定 

 

・決勝トーナメント一回戦 対慶應義塾大学 

 

よって、早稲田大学の決勝トーナメント二回戦進出が決定 

 

・決勝トーナメント二回戦 対筑波大学 

 
よって、早稲田大学の決勝トーナメント準決勝進出が決定 

 

・決勝トーナメント準決勝 対桜美林大学 

 
よって、早稲田大学の決勝トーナメント決勝進出が決定 

 

・決勝トーナメント決勝 対法政大学 

 
よって、早稲田大学の準優勝が決定 

 

【大会結果】 

優勝  法政大学 

準優勝 早稲田大学 

第三位 桜美林大学 

 

⦿平成 30年度定期戦 

▼対明治大学（7月 8 日 於本道場） 

 
 

⦿第 66回全日本学生弓道選手権大会 

（8月 13 日～15日 於名古屋ガイシホール） 

▼男子団体戦 

(20射)

牧山 西原 千葉 幸明 計

19 13 10 16 58

宮川 阿部 黄揚 志岐 計

19 17 16 13 65 123 122

総計 慶應

牧山 千葉 志岐 中谷 宮川 幸明 計

4 3 3 2 4 2 18

牧山 千葉 志岐 中谷 宮川 幸明 計
日本生物

資源科学部
3 3 3 2 4 4 19 10

牧山 千葉 志岐 中谷 宮川 幸明 計 中央

4 2 3 3 4 4 20 20

牧山 千葉 志岐 中谷 宮川 幸明 計 中央

2 2 2 0 2 2 10 11

牧山 阿部 志岐 宮川 幸明 計

4 3 2 4 4 17

牧山 阿部 志岐 宮川 幸明 計 慶應

4 3 3 4 3 17 14

牧山 阿部 志岐 宮川 幸明 計 筑波

4 3 4 4 1 16 15

牧山 阿部 志岐 宮川 幸明 計 桜美林

4 3 4 4 4 19 17

牧山 阿部 志岐 宮川 幸明 計 法政

4 3 4 4 4 19 20

(20射)

千葉 村上 牧山 阿部 幸明 計

13 6 19 17 18 73

宮川 小澤 志岐 西原 中谷 計

20 8 20 13 14 75 148 165

総計 明治
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【大会結果】 

優勝  立命館大学 

準優勝 桜美林大学 

3 位  法政大学 

 

▼男子個人戦 

予選： 一次 一手一中以上で通過     

二次 一手皆中で通過     

決勝： 射詰めにより一位から十位までを決定する近的競技。    

原則六本目から八寸的を使用する。     

的中を逸した者の二位から十位入賞決定競射は遠近競射を行う。 

   射詰めにおいて残ったものが全員失中しても、射詰めを続行する。  

 
 

⦿都学連 100射会・女子部記録会（40射）追記 

（５月５日・６日於全日本弓道連盟中央道場） 

 黄楊翔平（法３年）  ８４中 

 細井愛理（教育３年）川西舞奈（スポ２年）  

２３中 

 

 

 

 
よって入賞者なし。 

 

【大会結果】 

1 位   本郷一輝  慶應義塾大学  3 年 

2 位   小川諒   中央大学   2 年 

3 位   君和田勁  茨城大学   3 年 

4 位   蛇口拓海  東北福祉大学  3 年 

5 位   宮坂大成  関西大学   4 年 

6 位   吉岡遼人  広島修道大学  1 年 

7 位   保科良介  富山大学   4 年 

8 位   牟田侃龍  鹿児島国際大学 3 年 

9 位   笠間健太郎  日本大学   4 年  

10 位  堀之内詢太  北海道大学   3 年 

 

 

⦿平成 30年度三大学定期戦 

▼対関西学院大学（8月 17 日 於瑞穂弓道場） 

 
よって、早稲田大学の勝ち。 

 

▼対同志社大学（8 月 18 日 於刈谷市弓道場） 

 
よって、早稲田大学の勝ち。 

一次 二次 尺二 八寸

大貫 〇〇 ×○

岡本 〇〇 ××

幸明 ××

齋藤 ××

志岐 ×○ ×○

鈴木(貴) ×○

竹沢 ×○ ×○

中谷 ××

渡邊 ××

予選 決勝射詰

四年

河内 〇〇 ×○

栗原 ××

小澤 ×○ ×○

黄揚 ××

栃元 ××

西原 ××

牧山 〇〇 〇〇 ○×

摩嶋 ○× ×○

溝渕 ××

山田 ××

三年

阿部 ×○ ○×

内田 ○× ○×

大森 ○× ×○

関口 ○× 〇〇 ×○

矢内 ××

二年

大上 ×○ ○×

佐藤 ×○ ××

千葉 ○○ ○×

長沼 〇〇 〇〇 ××

二宮 〇〇 〇〇 ××

眞武 ××

宮川 〇〇 ○×

村上 ××

吉田 ○× ×○

善村 ○×

一年

(20射)

牧山
千葉

村上
阿部 志岐 計

19 15 15 19 68

宮川 内田 中谷 幸明 計

18 14 16 13 61 129 124

総計
関西

学院

(20射)

千葉

溝渕

西原

村上

志岐

渡邉

阿部

宮川 計

16 11 13 20 60

小澤

内田

牧山

竹沢
中谷 幸明 計

12 15 17 18 62 122 116

総計 同志社
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▼対関西大学（8月 19日 於愛知県立武道館） 

 
よって、関西大学の勝ち。 

 

3. 女子部試合結果 
 

⦿平成 30年度定期戦 

▼対國學院大学（4 月 8 日 於本道場） 

 
よって、早稲田大学の勝ち。 

 

▼対明治大学（4月 15日 於本道場） 

 
よって、早稲田大学の勝ち。 

 

▼対日本大学（4月 29日 於日本大学） 

 
よって、日本大学の勝ち。 

 

 

▼対慶應義塾大学（5月 13 日 於本道場） 

 
よって、慶應義塾大学の勝ち。 

 

⦿第 48回全関東弓道選手権大会 

（6月 16 日～17日 於日本武道館） 

・女子団体予選 

 
よって、予選通過、決勝トーナメント一回戦進出が決定。 

 

・女子団体 トーナメント一回戦 対女子栄養大学 

 
よって、早稲田大学の決勝トーナメント一回戦敗退が決定。 

 

【大会結果】 

優勝  大東文化大学 

第二位 首都大学東京 

第三位 中央大学 

 

⦿第三十回全国弓道選抜大会 

（6月 23日～24 日 於全日本弓道連盟中央道場・明治神宮至誠館） 

 

・女子団体戦予選 

 
よって、予選敗退が決定。 

 

⦿第 66回全日本学生弓道選手権大会 

（8月 13 日～15日 於名古屋ガイシホール） 

▼女子団体戦 

 

 

【大会結果】 

優勝  近畿大学 

準優勝 名城大学 

(20射)

牧山
千葉

村上

溝渕

渡邉

竹沢

阿部

宮川 計

18 11 7 19 55

幸明 内田
西原

中谷
志岐 計

18 17 10 18 63 118 134

総計 関西

細井
大滝

渋谷
森田

永井

正木
計 國學院

15 9 12 7 43 42

森田 松崎 正木 細井 計 明治

12 16 16 16 60 51

川西

武藤

渋谷

森田

大滝

松崎

正木

細井 計 日本

13 11 10 13 47 60

武藤

森田
渋谷

永井

正木
細井 計 慶應

13 13 12 17 55 59

森田 渋谷 細井 計

2 4 2 8

森田 渋谷 細井 計 女子栄養

1 2 1 4 5

川西 渋谷 武藤 計

1 3 2 6
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3 位  愛媛大学 

 

▼女子個人戦 

予選： 一次 一手一中以上で通過     

二次 一手皆中で通過     

決勝： 射詰めにより一位から十位までを決定する近的競技。    

原則六本目から八寸的を使用する。     

的中を逸した者の二位から十位入賞決定競射は遠近競射を行う。 

   射詰めにおいて残ったものが全員失中しても、射詰めを続行する。  

 
よって入賞者なし。 

 

【大会結果】 

1 位  白川史織  明治大学  4 年 

2 位  井本美沙紀  佛教大学  3 年 

3 位  井上凌子  名城大学  3 年 

4 位  荒井綾音  信州大学  3 年 

5 位  林野乃花  関西学院大学 1 年 

6 位  中島冬萌  岩手大学  3 年 

7 位  永井里奈  神田外語大学 3 年 

8 位  佐藤碧紀  筑波大学  3 年 

9 位  小林葵   中央大学  4 年 

10 位  越智渚   愛知大学  1 年 

 

⦿平成 30年度三大学定期戦 

▼対関西学院大学（8月 16 日 新日鐵弓道場） 

 
よって、関西学院大学の勝ち。 

 

▼対関西大学（8月 17日 新日鐵弓道場） 

 
よって、関西大学の勝ち。 

 

▼対同志社大学（8 月 19 日 新日鐵弓道場） 

 
よって、同志社大学の勝ち。 

 

 

4. リーグ戦 予定 
・男子 

リーグ戦第一週対法政大学（於慶應義塾・日吉）  9月 9 日 

リーグ戦第二週対日本大学（於法政）   9月 16 日 

リーグ戦第三週立合          9月 23 日 

リーグ戦第四週対明治大学（於國學院）    9月 30日 

リーグ戦第五週対桜美林大学（於日本）   10 月 7 日 

 

・女子 

リーグ戦第一週対 東京理科大学（於明治）  9月 9 日 

リーグ戦第二週立合          9月 16 日 

リーグ戦第三週対日本女子体育大学 (於慶應義塾・日吉) 9 月 23 日 

リーグ戦第四週対東京大学（於一橋）    9月 30 日 

リーグ戦第五週対 首都大学東京（於法政）  10 月 7 日 

 

5. 平成 30年度 稲弓会後期日程 
10 月 21 日(日) 例 会   、 12:30～＠赤羽体育館(幹事:山本)    

 11月 3日(祝) 一橋梓会戦 、 11:00付矢開始＠一橋国立道場(石  

原&加藤(善) 

 11月 11 日(日) 都学連 OB射会、09:00 集合＠日本大学道場(小川 

&山本)      

 11月 25 日(日) 駿弓倶楽部戦、 11:00 付矢開始＠明大生田道場

(瀧本&穐原)    

 11月 28 日(水) ゴルフコンペ、 ＠常陽 CC(村松)               

 12月 2日(日) 三田稲門戦 、 11:00付矢開始＠東伏見道場(瀧本

&石原)     

 12月 15 日(土) 納射会   、 12:00開始＠東伏見道場(瀧本)         

【平成３１年】 

1月 12 日(土)  新年射会  、 12:00開始＠東伏見道場(下山)         

2月 17 日(日)  弓道研究会 、 （詳細別途）(奥村)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [編集] 平成 28 年卒 鈴木 麻理 

予選 決勝射詰(尺二)

四年 正木 ○×○×

細井 ×××○

大重 ××××

大滝 ○××○

永井 ○×××

日根野 ××○○

松崎 ××○×

武藤 ○○××

森田 〇〇××

二年 川西 ××○○

渋谷 ○○×○ ××

高橋 ×○××

福島 ○×○○ ××

一年

三年

川西

福島
高橋 永井 武藤 計

関西

学院

7 15 12 12 46 56

森田 渋谷 細井 森田 計 関西

15 14 12 7 48 64

川西

福島

森田

渋谷

大滝

細井

武藤

正木
計 同志社

6 11 13 10 40 46

発行・稲弓会会長 米田 文彦  

弓道部HP http://www.waseda-kyudo.net/ 

〒202-0021 東京都西東京市東伏見２－７－５ 

東伏見スポーツホール地下1 階 

TEL：0424-65-5455 FAX：0424-65-6419 

稲弓会会費振込先 

郵便局振込番号 00110 3 108277 加入者 稲弓会 

訃報 

範士十段 日置流印西派師家  浦上博子 先生

は、平成 30 年 4 月 18 日に享年９５歳でご逝去

されました。 謹んで哀悼の意を表するものであります。 

 

佐藤淳之介氏(S26)は 5月に逝去されました。 

久保田庸四郎氏(S34)は 4 月 10日に逝去されました。 

松村英樹氏(S39)は７月１２日に逝去されました。 

                               合掌 


