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１．昨年度の大会について 

新人大会、九州新人選手権大会 

新チームになって初めての県大会である。中には公式戦自体が初めてとなる１年生も出場する。男子は唐津商業が 4

戦全勝で優勝。2位神埼、3位早稲田佐賀であった。女子は3勝1敗で唐津東、2位早稲田佐賀、3位佐賀北であった。  

男子個人戦は8射皆中で坂井友哉（唐津商業）が優勝。2位佐藤圭（早稲田佐賀）、3位石戸亮（白石）であった。女

子個人は8射7中が2名いる中、岩本優芽（唐津東）が競射を制し優勝、2位高橋未夢生（早稲田佐賀）であった。3位

は木下絵里（佐賀西）であった。 

団体男女各3校、個人各3名が鹿児島県で開催された九州新人弓道大会に参加した。男子個人で坂井（唐津商業）が

決勝8本目まで的中し、個人優勝を果たした。 

 

高校選手権大会兼全国選抜大会佐賀県予選会 

男子は予選1位通過の唐津商業が決勝リーグでも全勝で優勝、女子は武雄が３勝１敗で優勝した。個人戦は男子では

12射 10中が 3人いる中、坂井友哉（唐津商業）が競射を制し優勝、2位福成柚汰（神埼）であった。女子個人では 11

中で原田菜々美（鹿島実業）が優勝。2位山本奈央（神埼）であった。 

男女各1校、個人各2名が滋賀県大津市で開催された第36回全国高校選抜弓道大会に参加した。男子個人で坂井（唐

津商業）、福成（神埼）が2次予選を通過し、決勝まで進んだ（順位はつかず）。 

 

高校１年生錬成大会 

１年生の競技力向上・基本事項の講習等を目的に行っている大会である。男子団体は優勝唐津商業、2 位唐津工業、

女子団体は優勝唐津東、2位早稲田佐賀であった。男子個人では 8射 7中で徳永真尋（致遠館）、女子個人では 8射 7

中で高木望未（早稲田佐賀）が優勝した。 

 

高校２年生大会 

平成25年度から新たに創設した県内大会である。全国選抜大会が3月から12月へと時期を早め、それに伴い県予選

も早まったため、4月まで約5ヶ月間も実力を試す機会が無いことを憂え、2年生の強化を目的として設けられた。男子

団体は優勝伊万里、2位佐賀西、女子団体は優勝唐津東、2位武雄であった。男子個人では8射皆中で平澤龍久（早稲田

佐賀）、女子個人では6中が4名いる中、有須田莉帆（武雄）が競射を制し優勝した。 

 

遠的錬成大会 

 平成 29 年度より、国体強化を視野に入れて創設した県内大会である。第 1 回大会は武雄高校のグラウンドで、男子

20チーム、女子18チームで行われた。男子団体優勝龍谷、2位佐賀西、女子団体優勝鹿島、2位佐賀西であった。男子個

人は荒木優汰（龍谷）、女子個人は林芹香（龍谷）がそれぞれ優勝した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．今年度の大会について 

春季大会(高取杯) 

年度の初めは佐賀県弓道連盟主催の春季大会から始まる。この大会は「高取杯」として佐賀県弓道界に功績の大きか

った故･高取盛範士を顕彰して開催されるものである。予選2立（1チーム合計40射）を行い上位16チームによるトー

ナメント戦で勝敗を喫する。この大会は例年、佐賀県高校総合体育大会の前哨戦として注目されている。 

男子団体は、優勝神埼、2位鹿島実業であった。女子団体は優勝致遠館、2位早稲田佐賀であった。男子個人は、8射

7中が4名いる中、中山周造（白石）が競射を制し優勝。2位平澤龍久（早稲田佐賀）、3位水落永遠（佐賀西）であっ

た。女子個人は、8射皆中が2名いる中、徳永梨乃（致遠館）が競射を制し優勝。2位桃崎真由香（唐津東）、3位渡邊

優（唐津西）であった。 

 

高校総体 

予選3立（1チーム合計60射）を行い上位7チームによるリーグ戦で勝敗を喫する。 

男子団体は、混戦の中4勝2敗で唐津西が優勝、2位佐賀清和であった。女子団体は5勝1敗で唐津東が優勝、2位武雄

であった。男子個人は優勝中山周造（白石）、2位小田洵弓人（武雄）、3位市丸敦基（早稲田佐賀）、4位古賀樹（伊

万里）、5位荒木優汰（龍谷）であった。女子個人は、優勝宮口結衣（武雄）、2位宮本望衣（早稲田佐賀）、3位堤創

（佐賀西）、4位通山ほのか（唐津東）、5位藤田裕佳（武雄）であった。 

   団体男女優勝校が全国大会、優勝および 2位が九州大会へ出場、個人男女優勝および 2位が全国大会、1位から 5位

までの選手が九州大会へ出場する。 

 

九州総体・全国総体 

沖縄県那覇市奥武山公園弓道場で開催された九州総体では女子団体で唐津東が決勝トーナメント進出しベスト８であ

った。男子個人では、中山（白石）、荒木（龍谷）が決勝まで進んだ。女子個人では、通山（唐津東）が5位入賞を果

たした 

 静岡県袋井市小笠山総合運動公園エコパアリーナで開催された全国総体では、女子団体で唐津東が予選通過し決勝ト

ーナメントへ進んだ。トーナメント1回戦で埼玉県の草加西高校に10対11で惜敗した。女子個人宮本（早稲田佐賀）

が準決勝まで進んだ。 

 

九州ブロック国体 

鹿児島県で開催された九州ブロック国体では、少年男子（塩屋（清和）、坂井（唐商）、中山（白石））が近的8位，

遠的4位の総合7位。少年女子（熊川（唐工）、一ノ瀬（鹿実）、村島（白石））が近的5位、遠的5位の総合5位で

本国体出場はできなかった。 

 

 

３．弓道専門部活動について 

佐賀国体を見据えて今年度は新たに遠的錬成大会を新設する。国体では近的と遠的の２種目を行う。ただ現在、高校生

が参加する遠的大会が国体の予選会しかないため、遠的に触れる機会が少ないのが実状である。そのため生徒の国体参加

への意識向上と顧問の指導力向上を目的とし新設することとなった。この大会を契機に遠的という競技の裾野を少しでも

広げることができればと思う。 

最後になりましたが、日頃から、佐賀県高校弓道へのご理解とご協力を賜っている佐賀県弓道連盟、佐賀県高等学校体

育連盟をはじめ、県内高校弓道関係者の皆様に心より感謝いたします。また、今後とも佐賀県高校弓道部員と弓道専門部

にお力添えをいただきますよう、心よりお願いいたします。 

 

  



４．県内大会結果 

 

平

成

２

９

年

度 

大会 区 分 １位 ２位 ３位 

新
人
大
会 

男子 
個人 

①  坂井 友哉 （唐商）8中 ② 佐藤 圭  （早佐）7中 ③ 石戸 亮  （白石）6中 

④ 平澤 龍久 （早佐）6中 ⑤ 中島 大就 （早佐）6中  

団体 唐津商A 4勝0敗 43中 神埼高A 3勝1敗 49中 早稲佐A 2勝2敗 43中 

女子 
個人 

①  岩本 優芽 （唐東）7中 ② 高橋 未夢生（早佐）7中 ③ 木下 絵里 （佐西）6中 

④ 石井 日和 （武雄）6中 ⑤ 原田 梨衣 （致遠）5中  

団体 唐津東A 3勝1敗 41中 早稲佐A 2勝2敗 38中 佐賀北A 2勝2敗 34中 

選
手
権 

兼
全
国
選
抜
予
選 

男子 
個人 坂井 友哉 （唐商）10中 福成 柚汰 （神埼）10中 島  嵩衛  （鹿島）10中 

団体 唐津商A 4勝0敗 31中 神埼高A 3勝1敗 30中 唐津工A 2勝2敗 28中 

女子  
個人 原田 菜々美（鹿実）11中 山本 奈央 （神埼）10中 高橋 未夢生 （早佐）10中 

団体 武雄高A 3勝1敗 26中 鹿島実A 3勝1敗 25中 唐津東A 3勝1敗 23中 

１
年
生 

錬
成
大
会 

男子 
個人 德永 真尋 （唐商）7中 宮島 健悟 （早佐）6中 森永 一大郎 （清和）6中 

団体 唐津商A 6/8/10 唐津工A 4/6/5 太良高A・佐賀西A 

女子 
個人 高木 望未 （早佐）7中 通山 ほのか（唐東）6中 山﨑  彩加 （佐北）6中 

団体 唐津東C 5/6/8 早稲佐A 6/7/6 武雄高A・唐津東D 

２
年
生
大
会 

男子 
個人 平澤 龍久 （早佐）8中 青木 孝憲 （白石）7中 前川 周飛 （唐工）7中 

団体 伊万里A 6/8/8/ 佐賀西A 5/8/8/7 武雄高A・白石高A 

女子 
個人 有須田 莉帆（武雄）6中 馬渡 雛  （唐東）6中 石橋 愛理 （白石）6中 

団体 唐津東A 4/5/8 武雄高A 8/5/5 鹿島実A・唐津東B 

遠
的
錬
成
大
会 

男子 
個人 荒木 優汰 （龍谷）6中 江副 真冬（神埼木鶏会）6中 山﨑 大二郎（鹿実）5中 

団体 龍谷高A 16中 佐賀西A 14中 唐津工A 12中 

女子 
個人 林  芹香 （龍谷）5中 石山 夏子 （鹿島）4中 三宅 仁美 （唐東）3中 

団体 鹿島高A 11中 佐賀西A 6中 唐津東A 5中 

平

成

３

０

年

度 

春
季
大
会 

男子 個人 中山 周造 （白石）7中 平澤 龍久 （早佐）7中 水落 永遠 （佐西）7中 

団体 神埼高A 11/13/11/15 鹿島実A 15/10/11/8 早稲佐A・武雄高A 

女子 個人 徳永 梨乃 （致遠）8中 桃崎 真由香（唐東）8中 渡邊 優  （唐西）7中 

団体 致遠館A 6/14/10/11 早稲佐 11/12/11/9 清和高A・鹿島実A 

高
校
総
体 

男子 
個人 

① 中山 周造 （白石） ② 小田 洵弓人（武雄） ③ 市丸 敦基 （早佐） 

④ 古賀 樹  （伊高） ⑤ 荒木 優汰 （龍谷） ⑥ 森  健登 （神埼） 

団体 唐津西A 4勝2敗 69中 清和高A 4勝2敗 66中 白石高A 3勝3敗 80中 

女子 
個人 

① 宮口 結衣 （武雄） ② 宮本 望衣 （早佐） ③ 堤  創  （佐西） 

④ 通山 ほのか（唐東） ⑤ 藤田 裕佳 （武雄） ⑥ 杉田 萌々香（唐東） 

団体 唐津東A 5勝1敗 74中 武雄高A 4勝2敗73中 唐津東B 4勝2敗 71中 

国
体
選
考 

遠的 
男子 塩屋 颯人 （清和）57点 山﨑 大二郎（鹿実）55点 金丸 佑汰 （唐商）53点 

女子 一ノ瀬 美優（鹿実）40点 木下 絵里 （佐西）39点 村島 紅乃実（白石）38点 

近的 
男子 中山 周造 （白石）10中 塩屋 颯人 （清和）10中 德永 真尋 （唐商）10中 

女子 村島 紅乃実（白石）10中 一ノ瀬 美優（鹿実）8中 熊川 千穂 （唐工）7中 

 

 



５．九州大会・全国大会の成績 

 

第25回 九州高校弓道新人選手権大会〔鹿児島アリーナ弓道場:鹿児島市〕 （H29．11/３～４） 

男子団体 唐津商  予選20中／４０射で敗退（予選10位タイ） 

神埼高  予選２２中／４０射で敗退（予選 ９位） 

早稲佐  予選１８中／４０射で敗退（予選１７位タイ） 
※参考：２３中で決勝進出 

女子団体 唐津東    予選19中／４０射で敗退（予選11位タイ） 

早稲佐  予選15中／４０射で敗退（予選21位） 

佐賀北  予選17中／４０射で敗退（予選15位タイ） 

※参考：22中で決勝進出の競射 
男子個人 坂井 友哉（唐商） 予選６中／８射で通過→決勝８本目まで的中・・・優勝 

佐藤 圭 （早佐） 予選３中／８射で敗退 

石戸 亮 （白石） 予選５中／８射で敗退 

女子個人 岩本 優芽（唐東） 予選３中／８射で敗退 

高橋未夢生（早佐） 予選５中／８射で敗退 

木下 絵里（佐西） 予選２中／８射で敗退 

 
 

第36回 全国高校選抜弓道大会〔ウカルちゃんアリーナ：大津市）〕（H29.12/24～26） 

男子団体 唐津商  予選  ６中／１２射で敗退（予選 33位ﾀｲ）  

※参考 ８中で決勝進出のための競射 →２/8チーム通過 
女子団体 武雄高  予選  7中／１２射で敗退（予選 17位ﾀｲ） 

※参考 ８中で決勝進出 

男子個人 坂井 友哉 （唐商） １次予選 3中／４射で通過 
２次予選 ４中／４射で通過 

決勝 3本目で失中 
福成 柚汰 （神埼） １次予選 4中／４射で通過 

２次予選 3中／４射で通過 

決勝 １本目で失中 

女子個人 原田 菜々美（鹿実） １次予選 １中／４射で敗退 
山本 奈央 （神埼） １次予選 ２中／４射で敗退 

 
 
第64回 全九州高校弓道競技大会〔奥武山公園弓道場：那覇市〕 （H30．7/7～8） 

男子団体 唐津西  予選１３中／４０射で敗退（予選1６位） 

清和高  予選２２中／４０射で敗退（予選１２位タイ） 
※参考：２７中で決勝進出の競射➝2/3チーム通過 

女子団体 唐津東    予選３０中／４０射で通過（予選３位） 

          決勝トーナメント1回戦 対 宮崎商業（宮崎） 10-12で負け・・・ベスト8 
武雄高  予選1９中／４０射で敗退（予選１０位タイ） 

※参考：2３中で決勝進出 

男子個人 中山 周造 （白石） 予選9中／12射で通過➝決勝1本目で失中 

    小田 洵弓人（武雄） 予選8中／12射で敗退 
    市丸 敦基 （早佐） 予選7中／12射で敗退 

    古賀 樹  （伊高） 予選7中／12射で敗退 

    荒木 優汰 （龍谷） 予選9中／12射で通過➝決勝2本目で失中 

女子個人 宮口 結衣 （武雄） 予選4中／12射で敗退 

      宮本 望衣 （早佐） 予選6中／12射で敗退 
      堤  創  （佐西） 予選5中／12射で敗退 

      通山 ほのか（唐東） 予選8中／12射で通過➝決勝4本目で失中・・・5位入賞 

      藤田 裕佳 （武雄） 予選7中／12射で敗退 

 

 

 

 



第63回 全国高等学校弓道大会〔小笠山総合運動公園「エコパアリーナ」特設弓道場：静岡県袋井市〕 （H30．8/2～5） 
男子団体 唐津西  予選10中／2０射で敗退（予選36位タイ） 

※参考：11中で決勝進出の競射➝2/5チーム通過 

女子団体 唐津東    予選1０中／2０射で通過（予選31位） 

          決勝トーナメント1回戦 対 草加西（埼玉） 10-11で負け 
※参考：9中で決勝進出のための競射➝➝1/7チーム通過 

男子個人 中山 周造 （白石） 予選  1中で敗退 

    小田 洵弓人（武雄） 予選  1中で敗退 

女子個人 宮口 結衣 （武雄） 予選  1中で敗退 
      宮本 望衣 （早佐） 予選  3中で通過 

準決勝 2中で敗退 

 

      

第38回 九州ブロック国体〔鹿屋市弓道場：鹿屋市〕 （H30．8/18～19） 

男子  塩屋颯人（清和） 坂井友哉（唐商） 中山周造（白石） 

   近的 13中／24射 （8位） 

遠的    111点  （4位） 

総合     6.0点 （7位） 

女子  熊川千穂（唐工） 一ノ瀬美優（鹿実） 村島紅乃実（白石） 

近的 14中／24射 （5位タイ） 

遠的      86点  （5位） 
総合     7.0点 （5位） 

 


