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平成 30年度下期トピックス 
 

・諸般の事情により庭田監督、丸田女子監督の交代がありました。新体制は後記参照。  
 

・ラグビー部の 100 周年記念の会が１１月２５日に１２００名余の参加により開催されました。 
 

・早稲田アリーナオープンに際し、寄付金に関し稲弓会、市川氏(S41)、藤田さん(S45)、加藤氏(S57)、 

及び西田氏(S57)のアリーナ内の銘板の披露がありました。又、併設されたスポーツミュージアムへの弓道部の 

展示は 20年 8～11月となりました。 
 

・早実で河西コーチに加え、新たに小川さん(S53)と学生の永井さんがコーチに就任しました。 
 

・弓道部創部 125周年記念事業募金が開始されました。      (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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲弓会活動報告 

⦿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(順不同)】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、小峯氏 

 

⦿平成 30年度稲門体育会ゴルフコンペ 

（10月 10日 於千葉 CC） 

河野洋平稲門体育会会長以下 108名の参加者により、名門  

千葉 CC で開催されました。 

今年度より団体戦も開始され、各部 2名以上の参加要請があり、

5名が参加した会もありました。稲弓会の春のコンペ優勝者は代表と

して参加しますが、自費での参加もＯＫです。 

優勝者、団体戦の結果は以下の通りです。 

■優勝者：宮嶋氏(スキー部 OB) 

■団体戦：弓道部 15位(参加上位２名のスコアー) 

         ※1位：体操部、2位：自動車部、3位：ゴルフ部 

■稲弓会参加者(2名) 

鈴木氏(S43) 26位 グロス 86 ネット 75.2 

田房氏(S43) 59位 グロス 103 ネット 77.8 ※コンペ優勝者 

 

⦿平成 30 年秋季オール早稲田 （11 月 11 日 於早稲田大学） 

【A リーグ】 

優勝:大学 A チーム [栗原(3)、内田(2)、大森(2)] 

2位:大学 G チーム [細井(3)、永井(3)、武藤(3)] 

3位:早稲高 D チーム [吉田(高 2)、中川(高 1)、枝吉(高 2)] 

【B リーグ】 

優勝:大学 D チーム [関口(2)、川西(2)、山田(3)] 

【個人】 

個人総合 1位:眞武(1) 

高校生 1位:枝吉(早稲高 2) 

女子個人 1位:武藤(3) 

中学生 1位:高橋(早稲中 3) 

稲弓会からは原田氏、河西氏、高橋氏(混成チームで奥村氏)が参

加されましたが、残念ながら入賞とはなりませんでした。都学連ＯＢ射

会等と同日になった為ＯＢ・学生とも参加者が少なくなっておりました。 

 

⦿第 21回一橋梓会戦 

（11月 3日(土) 於一橋道場） 

 

 

稲弓会ニュース 
No45.平成 31年 ４月 

 

「早稲田大学弓道部創部 125周年記念事業募金」趣意書 

弓道部は 1897年(明治 30年)3月に大学最初の部(全 7部)として創部され、常に学生弓道界の王道を歩み、2022年に

創部 125周年を迎えます。これまで全日本選手権優勝が男子 8回、女子 4回、王座決定戦優勝が男子６回、女子 2回の計

20回の日本一に輝きました。この歴史を共有し、文武両道の精神の下、125周年を早稲田弓道の更なる発展の出発点とするた

めに、3年後の 2022年を目指して、125周年記念誌の発行、道場の練習環境の整備、記念射会及び関連行事開催等を計

画しています。つきましては、趣旨ご理解の上皆様のご支援をよろしくお願い致します。      (別送の趣意書参照をお願い致します) 

全対外試合全敗…! 
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従来は 2 月に行われていた日程を、寒さ対策もあり 11 月 3 日に

変更し国立の一橋道場にて行われました。この試合は参加者全員で

20 射を行い、上位 10 名の的中で競うものですが、前回に比し 12

中落とした結果 113 中対 120 中で敗れました。対戦成績は 18 勝

2敗 1 分となりました。 

上位的中者は原田氏(S39)、石原氏(S51)の 14 中、小笠原氏

(S36)、米田氏(S41)、松田氏(S52)の 12 中、行方氏(S45)、 

鏡さん(S57)、奥村氏(S62)の 11中でした。 

矢頭は安部氏(一橋梓会、H4)の 16中でした。 

【参加者(順不同)】畠中氏、小林氏、内海氏、小島氏、黒川氏、多賀氏、 

神谷氏、村松氏、加藤氏、井川氏、穐原氏、山本氏、河西氏 

 

⦿駿弓倶楽部戦       （11 月 25 日(日) 於明大生田道場） 

明大生田道場にて行われた今年度の試合は自滅の形で大敗しまし

た。 

【結果】 稲弓会 103中：115中 駿弓倶楽部（12人立ち） 

上位的中者は石原氏の 15 中、加藤氏(S39)の 12 中、瀧本氏

(S49)、高橋氏(H30)の 11 中でした。矢頭は五十嵐氏(駿弓倶楽

部、H26)の 17中でした。 

【参加者(順不同)】畠中氏、小島氏、黒川氏、内海氏、行方氏、村松氏、

井川氏、奥村氏、穐原氏、佐藤氏、山本氏、木俣氏 

 

⦿第 29回稲弓会ゴルフコンペ   （11月 28日(水) 於常陽 CC） 

まずまずのゴルフ日和の青空の下、常陽 CC に於いて 3名の方が都 

合によりキャンセルとなりましたが、9名の参加者により開催されました。 

結果は岩田氏(S45)がハンデキャップに恵まれ初めての優勝をしました。 

【成績(新ペリアによる）】 

優勝  岩田氏 (S45) グロス 96、 ネット 72・0 

  準優勝  鈴木氏(S43年) グロス 89、 ネット 73・4  

  ベスグロは渡辺氏の 84 でした。 

【以下順位 (ネット)】   行方氏、渡部氏、目黒氏、村松氏、 

米田氏（Ｓ３６）小島氏、田房氏 

 

次回開催は令和元年 5 月 22 日(水)日高 CC にて開催致します。

畠中氏により 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。尚、このコンペの優勝者は 11 月の稲門体育会主催

のコンペに代表として参加して頂きます。 

 

⦿平成 30年度後期三田稲門戦 

（12月 2日(日)） 

三田稲門戦は、いまだ例会、練習会、合宿等の効果が見られず残

念ながら 18 連敗となり、ここ 10 年間の 1 勝 19 敗 1 分けで通算

85勝 85敗 4分けとなりました。 

【結果】  

稲弓会：１３１中  対  １５１中：三田弓友会 

稲弓会の成績上位は 米田会長 16 中、奥村氏 17 中、石原氏

14中でした。 

三田弓友会は日野氏(H30)の 19 中、佐久間氏(H29)の 17 中、

増田会長(S45)の 16 中、恩田氏(H30)の 15 中等で参加者は

18名でした。 

【参加者(順不同)】佐藤氏、瀧本氏、佐々木氏、原田氏、小島氏、行方氏、

鏡氏、松田氏、西田氏、井川氏、多賀氏、穐原氏、小川氏、黒川氏、畠中

氏、井上氏、内海氏 

 

現状 対外試合での平成卒部生の参加が他校に比し大変

少ない状況です！！ 

ぜひ参加をお願いします。 

 

⦿平成 30年度納射会       （12月 15日(土) 於 東伏見 ） 

恒例の納射会が OB18名、学生 7名の参加で開催されました。 

礼射、尺二を詰め射割、三晃など完璧の射を射た小川氏(S53)が

断トツの 104 点を獲得し、優勝されました。2 位は 64 点の行方氏、

3位は 63点の佐藤氏でした。 

【参加者(順不同)】畠中氏、原田氏、後藤氏、石原氏、武田氏、佐々木氏、

鏡さん、高橋氏、小島氏、下山氏、 西田氏、宮崎氏、村松氏、神谷氏、米

田氏 

 

⦿平成 30年度射初め          （1月 12日(土) 於 東伏見） 

26名の参加を得て射初めが開催されました。 

納射会と同様に各種の競技を行いましたが、結果として佐藤氏

(S59)が 89 点を獲得し優勝されました。2 位は 82 点獲得の佐々

木氏(S43)でした。 

【参加者(順不同)】畠中氏、原田氏、後藤氏、石原氏、加藤氏、鏡氏、高

橋氏、小島氏、下山氏、西田氏、村松氏、神谷氏、米田氏、黒川氏、行方

氏、小川氏、山本氏、長谷川氏、河西氏、瀧本氏、穐原氏、井川氏、飯島

氏、新津氏 

 

◎例会                  （10月 21日、 19年 2月 11日） 

対抗戦対策として、試合の前に稲弓会内の正式競技(20 射)として

始められた例会も 10回目まで開催を重ねました。 

【結果】 第 9回 (18/10/21) ：優勝  小川六実さん  13中 

      第 10回 (19/2/11)：優勝  石原源一氏  15中 

18連敗…! 



3 

 

 

 

⦿平成 30年度都学連 OB戦 

（11月 11日 於日大道場） 

120歳～180歳の部で優勝されました。  

優勝：阿内氏 10中 

石原氏 ８中 

米田氏 ８中 計 26中 

※尚、昨年は２０中で同中３位でした。 

二位：桜美林 20中 三位：一橋 19中 

 180 歳以上の部 の優勝は中央、二位日大 、三位一橋でした。 

【参加者(順不同)】小林氏、黒川氏、米田氏、石原氏、小川氏、井川氏、

西田氏、穐原氏、山本氏、阿内氏 

 
 

⦿研究会               （2 月 17日 於 東伏見） 

去る 2 月 17日、31名の方に参加頂き恒例の弓道研究会が

開催されました。本年は大学弓道部の藤沢コーチを講師に迎え

「弓と心を整えること－メンタルトレーニング－」との題で講演いた

だきました。 

メンタルトレーニングは大学スポーツに於いても一般的になりつつありま

すが、例年の研究会の様な弓に関連した話題とは少し毛色の異なる

内容であり、なかなか難解であったかと思います。その中でも、自分の

心のしくみや言葉にしてみることの大切さ、第２の脳を用いて自分を俯

瞰してみることなどを教えて頂きました。後半には藤沢コーチの大学弓

道部への取り組みに関してのお話も伺え、リーグ戦前に選手を集めて

の本音を聞くミーティングを開催した事など、大変興味深いお話も聞く

ことが出来ました。 

来年も 2月に弓道研究会を開催する予定です。次回も多数の皆様

のご参加をお待ちしています。 

 

 

コラム 「あの頃・・・そして今」 

⦿            「自然案内人」  S54年卒 樋口和彦 

 一昨年夏、新神戸駅から再度山の麓にある大龍寺までビジターの

皆様をご案内しました。添付はその際使用したルートマップと説明写真

の一部です。 

ルートマップは地図のコピーでも十分だと思いますが、樹木名を入れて

できるだけオリジナルの物を作成するようにしています。ビジターが後日

一人で来ても十分復習できるように作成しているつもりです。六甲山

周辺は携帯不通のエリアがあるため、安全面にも配慮して通報プレー

トナンバーやエスケープルートも記載するようにしています。     

≪添付①≫ 

添付②はイヌビワの実（直径 1cm程度）にイヌビワオナガコバチ

が来ている時の写真です。胴体部が 2㎜、尾が 3㎜といったところで

しょうか。いわゆる「尾長」でイヌビワコバチの天敵です。イヌビワとイヌビ

ワコバチは一対一の共生関係にありますがオナガはそれを邪魔する立

場です。その関係性の中でそれぞれがバランスを保っています。       

≪添付②≫                  

 

 そんな話を織り交ぜながらおよそ 3時間の散策を楽しみました。 

山歩きというよりはブラタモリの大衆版といったところです。 

新神戸駅にお立ち寄りの際はぜひ「雌滝（メンタキ）」にでも行か

れたらどうでしょうか？勾配もさほどなく、15 分程度できれいな滝を見る

優勝! 
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ことができます。      

 

⦿                        S61年卒 冨田利長 

初めまして、愛知県に住んでおります冨田利長と申します。今年 57

才になります。庭田前監督と同期(S61)のものです。 

 弓は全然引いていません。ですので自己紹介させてもらいます。地元

の大先輩、織田信長さんや豊臣秀吉さんが駆け回っていた(?）名古

屋市の北西、稲沢市祖父江町で現在植木を生産しております。 

 垣根で使われるカイズカ、ヒイラギモクセイ、マサキ、レッドロビン、キンモ

クセイのほか、道路の分離帯などに植えられるキンメツゲ、ボックスウッド、

最近ではシマトネリコ、オリーブなども栽培しています。 

3年ほど前までは親父とお袋、妻それにパートのおじさんで仕事を回

していましたが、親父がリュウマチ、間質性肺炎、パーキンソン病になりリ

タイヤしました。お袋も畑に来なくなり、現在はほぼ妻と 2人の経営で

す。                    

需要の減少や若手の進出、取引先の世代交代で昨年は苦戦しま

した。また、肉体の衰えと将来への不安が増してきました。そこで思い切

って今年から、枝物のホオズキやハウスでのアスパラガス栽培に乗り出し

た と こ ろ で す 。 未 知 の 世 界 な の で ド キ ド キ し て い ま す 。 

 稲沢市は植木のほか国府宮裸祭り（こうのみやはだかまつり、要検

索）が有名です。毎年、中学時代の同級生と参加しています。裸男

になってみませんか。また皆さんに会えるのを楽しみにしています。 

 

早稲田大学弓道部 指導陣 

監督    武井一誠 (S49年卒) 日置流印西派 大学登録 

女子部監督  平山あすか (H27年卒) 日置流印西派 大学登録 

コーチ    原田征洋 (S39年卒) 正面打起し  大学登録 

平日の指導可能 

コーチ  石原源一 (S51年卒） 日置流印西派 稲弓会登録 

平日の指導可能（大学弓道実技授業講師） 

コーチ  佐藤輝行 (S59年卒） 日置流印西派 大学登録 

弓道部の会計、公文書作成等を指導 

コーチ  庭田裕巳 (S61年卒） 日置流印西派 稲弓会登録 

平日の指導可能 

コーチ  藤沢由美子           大学登録 

弓道経験者では無いが部員のメンタル面を指導 

コーチ  林ゆい (H27年卒）   正面打起し  稲弓会登録 

平日の指導可能 

コーチ  森みのり  (H28年卒） 正面打起し  稲弓会登録 

コーチ  中村浩太郎(H29年卒)  正面打起し  稲弓会登録 

平日の指導可能 

コーチ  髙橋真人 （H30年卒） 日置流印西派 稲弓会登録 

平日の指導可能 

コーチは９名と昨年度より１名多くなりましたが、男性 6名女性 3名の 

うち、射法は日置流印西派の者 4名 正面打起しの者 4名で、6名が平日

の指導が可能です。弓の技術指導以外にも部員のメンタル面及び弓道部会

計の理解・公文書等作成の指導育成もおこない、適正な部の運営管理を図

りたいと考えております。現在この指導陣体制で部員の具体的な指導方法を

検討しており、今後実施していく予定です。 

 

男子部試合結果 

⦿リーグ戦 

 ▼対法政大学（9月 9日 於慶應義塾大学） 

 

よって、法政大学の勝ち 

 

 ▼対日本大学（9月 16日 於法政大学） 

 

よって、日本大学の勝ち 

 

 ▼対明治大学（9月 30日 於國學院） 

 

よって、明治大学の勝ち 

 

 ▼対桜美林大学（10月 7日 於日本大学） 

(20射)

栗原 中谷 志岐 幸明 計

15 15 17 10 57

牧山 千葉 阿部 宮川 計

19 18 16 15 68 125 147

総計 法政

(20射)

栗原 阿部 志岐 幸明 計

16 13 14 17 60

牧山 千葉 宮川 中谷 計

19 18 18 18 73 133 143

総計 日本

(20射)

栗原
大貫

阿部
志岐 幸明 計

15 11 14 12 52

牧山 千葉 矢内 中谷 計

19 18 12 15 64 116 144

総計 明治
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よって、桜美林大学の勝ち 

 

 ▼入替戦 対慶應義塾大学 

 

よって、早稲田大学の勝ち 一部残留が決定 

 

⦿平成 31年度定期戦 

▼対筑波大学（2月 23日 於早稲田大学） 

 
よって、早稲田大学 B チームの勝ち 

 

⦿平成 31年度新人戦 

 ▼二回戦 東京理科大学 B（3月 2日 於日本大学） 

 

よって、早稲田大学の勝ち 

 

 ▼三回戦 対東京大学（3月 9日 於慶應日吉） 

 

よって、東京大学の勝ち 

 

女子部試合結果 

⦿リーグ戦 

 ▼対東京理科大学（9月 9日 於明治大学） 

 

よって、早稲田大学の勝ち 

 

 ▼対日本女子体育大学（9月 23日 於慶應義塾大学） 

 

よって、早稲田大学の勝ち 

 

 ▼対東京大学（9月 30日 於一橋大学） 

 

よって、早稲田大学の勝ち 

 

 ▼対首都大学東京（10月 7日 於法政大学） 

 

よって、早稲田大学の勝ち 

 

▼入替戦 対中央大学専修大学（10 月 21 日於東京農業大学） 

 
よって、中央大学の勝ち 二部残留が決定 

 

⦿平成 31年度定期戦 

▼対筑波大学（2月 22日 於早稲田大学） 

 

よって、筑波大学の勝ち 

 

 ▼対國學院大學（3月 24日 於早稲田大学） 

(20射)

佐藤

阿部
志岐 宮川 幸明 計

13 15 19 15 62

牧山 千葉 栗原
大貫

中谷
計

17 20 18 10 65 127 130

総計 桜美林

(20射)

大貫

佐藤
志岐 宮川 幸明 計

12 17 18 15 62

牧山 千葉 村上 中谷 計

19 20 17 13 69 131 128

総計
慶應

義塾

(20射)

A

チ

ー

ム

善村

内田
長沼 本野 眞武

二宮

河内

大木

摩嶋
計

11 15 15 14 10 7 72

B

チ

ー

ム

千葉 佐藤
大森

村上
西原 阿部 宮川 計

19 16 13 15 15 17 95 85

筑波

(20射)

長沼 摩嶋 善村

大上

栃元

眞武

内田 河内 計

東京

理科大

B

14 13 10 8 13 13 71 45

(20射)

善村 長沼 本野 眞武 内田 摩嶋 計 東京

14 11 14 12 13 11 75 83

(20射)

森田
細井

高橋
永井

正木

武藤
計

東京

理科

15 9 14 7 45 43

(20射)

川西

森田

高橋

渋谷
永井 武藤 計

日本

女子

体育

10 10 9 14 43 42

(20射)

森田
高橋

細井

渋谷

永井
武藤 計 一橋

15 8 11 18 52 32

(20射)

森田 渋谷 永井 武藤 計
首都大

東京

15 12 13 16 56 54

(20射)

高橋

森田

渋谷

細井
正木 武藤 計 専修 中央

8 11 13 11 43 52 61

(20射)

渋谷 川西 細井 武藤 計 筑波

16 14 8 14 52 54
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よって、國學院大學の勝ち 

 

⦿平成 31年度新人戦 

 ▼一回戦 対日本女子体育大学（3 月 3 日 於慶應義塾大学） 

 

よって、早稲田大学の勝ち 

 

 ▼二回戦 対國學院大學（3月 9日 於一橋大学） 

 

よって、早稲田大学の勝ち 

 

 ▼三回戦 慶應義塾大学 A チーム（3月 10日 於成蹊大学） 

 

よって、慶應義塾大学 A チームの勝ち 

 

稲弓会新人会員について 

以下新入会員の紹介を致します。（敬称略） 

進路先 

 １、渡邊顕士 （日体荏原高校）  一条工務店 

 ２、大貫真央 （帝京大学高校）  量子科学技術機構 

 ３、幸明千尋 （城北学園高校）  ＪＲ東海         

 ４、中谷 透 （早実）     大学院 

５、正木さくら （吉祥女子高校）  アフラック生命  

６、岡本裕太 （学院）     大学院 

７、齋藤兼介 （かえつ有明高校） 凸版印刷 

８、志岐伊織 （前橋西高校）  一条工務店 

９、鈴木貴凱 （渋谷幕張高校）  在学 

１０、竹沢剛  （札幌第一高校）  コナミアミューズメント 

１１、水谷圭介 （学院）     大学院 

  

送別会にて 

 

早稲田アリーナ募金のお礼 

 稲弓会目標３００万円に対し、皆様方のご支援を

お願いしていましたところ、お陰さまで３，２２８ 

千円と目標を達成する事が出来ました 

改めてお礼を申し上げます 

              会長 米田文彦 

           募金委員長 山口 実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              [編集] 平成 28 年卒 鈴木 麻理 

(20射)

渋谷 福島 高橋 細井 計 國學院

11 8 10 11 40 49

(20射)

周 河間 福島 大重 計

日本

女子

体育

大学

10 7 11 8 36 34

(20射)

周 河間 福島 大重 計 國學院

6 6 10 13 35 27

(20射)

周 松崎 福島 大重 計
慶應

Aﾁｰﾑ

14 5 8 13 40 44

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 

稲弓会ホームページ開設！ 

弓道部のホームページをリニューアルしたのに合わせて、 

奥村幹事担当で稲弓会ホームページを開設しました。稲弓

会の行事や活動報告などを掲載する予定ですので、ぜひご

覧ください。 

公式 Twitter, Facebook, ブログもやっています！ 

部員が運営している SNS やブログをご存知でしょうか？

Twitter では試合の最新情報、Facebook では合宿や送別

会の写真などを公開しています。ブログでは部の活動報告

をしておりますので、ぜひ御覧ください。 

Twitter：https://twitter.com/wasedakyudo125 

      （アカウント：＠wasedakyudo125） 

Facebook：Facebook ページ内で「早稲田大学弓道部」と 

検索して下さい 

ブログ：http://ameblo.jp/waseda-kyudo/ 


