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女子部監督 

石原源一

伝統の継承者、未来の創造者 会   ⾧：米田 文彦（1966年卒） 
 

早稲田大学弓道部は２０２２年（令和４年）に創部１２５周年という節目を迎えました。部は明

治３０年、東京専門学校に制定された体育部の一つとして発足、以来、常に学生弓道界をリードし

発展に寄与してきたと自負しております。このことはまさに大学当局、稲門体育会、弓道部に関係

する皆様の永年にわたる暖かいご支援の賜物、そして時々の若き部員たちの真摯な努力と先輩諸氏

の暖かい応援、ご努力のお陰と心から感謝を申し上げる次第であります。  

歴史を振り返ると、戦後、武道の一環としての学校弓道禁止令および復活を経て、昭和３０年か

らの全日本個人３連覇（大野康夫）、昭和４２年からの全日本女子団体３年連続優勝と未だに破ら

れない記録もあるなど、早稲田は幾たびも日本一になり第一線で覇を争ってきました。現在も男子

はリーグ一部、女子はリーグ二部において、日本一を目指して努力を重ねています。 

亦、近年のコロナ禍において、当初は従来の対面型試合の中止を余儀なくされましたが、早稲田

が東京都学生弓道連盟委員長の際にリーグ戦に導入したのはオンライン試合であります。弓道は基

本的には個人スポーツであるという特性を生かし、対戦する両校は集まらず、各自の道場で交互に

射を行い、相手校および審判はリモート画面で内容・結果を確認して勝敗を決するというものです。 

これはほぼ定着し、今後も全国規模の大会予選等において活用できると考えられています。大会

参加費用節約等のメリット、反するデメリット色々ありますが、何とか困難を克服して前に進めて

きたのが早稲田の弓道部であり、伝統の継承と未来の創造に進むという早稲田スポーツのこれから

を具現化したものと考えます。誠に現在という時点は歴史の流れの最先端にあるということを痛感

せざるを得ません。 

創部以来１２５年の弓道部、文武両道を常に求めてきた弓道部。私たちは時々のテーマに熱心に

立ち向かった部員たち、指導者たちの情熱、素直な心で若者を応援するOB・OGたちの気持ち、に心

を打たれるのであります。 

いつの世でも、将来の大樹となるのは今の小さな若木です。皆さまには何卒、引き続きの弓道部

に対する一層のご指導、ご鞭撻をお願い致します。 

 

会 ⾧       副会⾧・監督      副会⾧・代表委員      幹事⾧              代表委員                      部 ⾧ 

米田文彦     行方利春    小川六実      相原一弘    ⾧谷川善彦   大河内博 



主な競技歴、活動歴 
 

 

 

年 部活動 OB・OG 会活動 

1897 弓道部（弓術部）創設   

1901  慶應義塾弓術部との最初の対抗戦開催   

1906    弓道部ＯＢ会「稲弓会」創立 

1912  対明治大学弓道部との定期戦始まる   

1922    弓道部創立25周年記念射会開催 

1925    対駿弓倶楽部（明治OB・OG）戦始まる 

1926    三田稲門戦始まる 

1927  対慶應義塾弓術部との定期戦始まる  

1931  第1回 日本学生弓道連盟選手権大会 優勝   

1933   
 武道館（現体育館）3階に弓道場完成、     

落成記念祝賀招待射会開催 

1937  第7回 日本学生弓道連盟選手権大会 優勝   

1938  第8回 日本学生弓道連盟選手権大会 優勝   

1939  第9回 日本学生弓道連盟選手権大会 優勝   

1940  第10回 日本学生弓道連盟選手権大会優勝 
  第1回 早慶明三大学対抗遠的大会開催  

（学生及びOB・OG、朝日新聞社主催） 

1953  第1回 全日本学生弓道選手権大会 優勝   

1954  第2回 全日本学生弓道王座決定戦 優勝  甘泉園公園内に弓道場落成 

    
 弓道部創立55周年記念および 

新道場披露式典挙行 

1955 
 第3回 全日本学生弓道選手権大会      

個人優勝 大野康夫 
  

1956 
 第4回 全日本学生弓道選手権大会      

個人優勝 大野康夫 
 稲弓会創立50周年記念行事実施 

1957 
 第5回 全日本学生弓道選手権大会      

個人優勝 大野康夫 
  

   第5回 全日本学生弓道王座決定戦 優勝   



主な競技歴、活動歴 
 

 

年 部活動 OB・OG 会活動 

1958  第6回 全日本学生弓道王座決定戦 優勝   

1960   
 喜拾五射会開催（村井五郎先輩喜寿、 

  稲垣源四郎監督就任10年、細井英彦 

  学院監督就任5年を祝して） 

1961  第9回 全日本学生弓道選手権大会 優勝   

1962  第10回 全日本学生弓道王座決定戦 優勝  

1963  第11回 全日本学生弓道王座決定戦 優勝  甘泉園弓道場を大隈庭園裏へ移築 

1964    高柳杯制定（稲弓会五十射会） 

1965  第13回全日本学生弓道選手権大会女子優勝   

    同上 男子個人優勝 宮崎信之   

1967  第15回全日本学生弓道選手権大会女子優勝   

1968  第16回全日本学生弓道選手権大会女子優勝   

1969  第17回全日本学生弓道選手権大会女子優勝   

1971    浦上栄範士十段死去（師範） 

1973    村井五郎範士九段死去（師範、会長、監督） 

1978 
 第9回 全日本学生弓道遠的選手権大会       

女子個人優勝 清野比咲子 
  

1980 
 第11回 全日本学生弓道遠的選手権大会  

男子個人優勝 有ヶ谷将人 
  

1984  第32回 全日本学生弓道王座決定戦 優勝   

1987 
 第11回 全日本学生弓道女子王座決定戦  

優勝 
  

1991    弓道部創立90周年記念行事実施 

1993    東伏見弓道場竣工披露、道場開き式挙行 

1995    稲垣源四郎範士九段死去（師範、会長、監督） 

1998   
 弓道部創立100周年記念行事実施       

（祝賀会、祝賀射会、記念誌発行ほか） 



主な競技歴、活動歴 
 

 

年 部活動 OB・OG 会活動 

2000 
第31回 全日本学生弓道遠的選手権大会 

    女子個人優勝 垣江友子 
 

2003    第50回 早慶明三大学対抗遠的大会開催 

2004 
 第52回 全日本学生弓道選手権大会     

男子優勝 
  

2006      
 稲弓会創立百周年記念行事実施 

   第150回三田稲門戦（前夜祭）開催 

2008 
 第32回 全日本学生弓道女子王座決定戦  

優勝 
  

2011 
 第58回 全日本学生弓道選手権大会      

女子個人優勝 岩本真実 
  

2022    弓道部創立125周年記念誌発行 



歴 代 役 員 
 

 

 

◇部長 ◇幹事長 

平沼 淑郎 1910年 ～ 畠中 信二 1995年 ～ 1999年 

小林 行昌   黒川 道夫 1999年 ～ 2010年 

伊地知 純正   行方 利春 2010年 ～ 2014年 

河竹 繁俊 1951年 ～ 1958年 岩田 忠雄 2014年 ～ 2018年 

鈴木 金太郎 1958年 ～ 1974年 石原 源一 2018年 ～ 2022年 

増野 肇 1974年 ～ 1977年 相原 一弘 2022年 ～  

河竹 登志夫 1977年 ～ 1990年 ◇監督 

濱田 泰三 1990年 ～ 1997年 村井 五郎   

大野 高裕 1997年 ～ 2020年 田中 郡二   

大河内 博 2020年 ～ 中野 智史   

  稲垣 源四郎 1952年 ～ 1973年 

◇会長 新開 雅彦 1973年 ～ 1980年 

村井 五郎  青山 隆勇 1980年 ～ 1981年 

高柳 義三         ～ 1979年 稲垣 源四郎 1981年 ～ 1984年 

稲垣 源四郎 1979年 ～ 1983年 細井 英彦 1984年 ～ 1989年 

荻野 優 1983年 ～ 1994年  西野 敏哉 1989年 ～ 1990年 

今村 啓三 1995年 ～ 1999年 青山 隆勇 1990年 ～ 1996年 

吉原 大 1999年 ～ 2004年 吉田 滋 1996年 ～ 2004年 

小林 正巳 2004年 ～ 2014年 小島 英靖 2004年 ～ 2010年 

小笠原 啓倫 2014年 ～ 2016年 庭田 裕巳 2010年 ～ 2010年 

米田 文彦 2016年 ～ 米田 文彦 2010年 ～ 2014年 

  庭田 裕巳 2015年 ～ 2019年 

 ◇副会長  武井 一誠 2019年 ～ 2019年 

中込  康 2004年 ～ 2010年 西野 敏哉 2020年 ～ 2022年 

小笠原 啓倫 2004年 ～ 2014年 行方 利春 2022年 ～ 

黒川 道夫 2014年 ～ 2016年   

行方 利春 2014年 ～  ◇女子部監督 

小川 六実 2019年 ～  丸田 綾希 2004年 ～ 2010年 

  米田 文彦 2010年 ～ 2010年 

◇幹事長 丸田 綾希 2010年 ～ 2018年 

高柳 義三   武井 一誠 2018年 ～ 2019年 

友田 真二 1979年 ～ 平山 あすか 2019年 ～ 2019年 

今村 啓三 1990年 ～ 1995年 石原 源一 2020年 ～ 



思い出のアルバム 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

1953 第1回全日本学生弓道選手権大会優勝 1961 第9回全日本学生弓道選手権大会優勝 

1967 第15回全日本学生弓道選手権大会優勝 2018 第32回全日本学生女子王座決定戦優勝 

2011インカレ女子個人優勝 

岩本真実 
2018 全国大学選抜弓道大会準優勝 

法大 20射皆中：早大 20射19中 

2021インカレ女子個人準優勝 

山﨑琴葵 

2006 第150回三田稲門戦          2010 第57回早慶明三大学対抗遠的大会 


