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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。男子は予選を1位タ

イで通過した唐津東が決勝リーグでも4戦全勝で優勝した。女子は予選5位タイで、決勝リーグ進出をかけた同中競射

から這い上がってきた佐賀清和が3勝1敗で優勝した。個人戦は小城高校の村岡璃玖人と武雄高校の島田帆乃香が8射

皆中で優勝した。これに続く福岡県で開催された九州弓道新人選手権大会は、女子団体で早稲田佐賀が３位に入賞した。

また、男子個人では早稲田佐賀高校の田中丸友太、女子個人では佐賀清和高校の松尾奈美がそれぞれ６位に入賞した。 

 

高校選手権大会兼全国選抜大会佐賀県予選会 

男子は全勝で小城、女子は唐津東が３勝１敗で優勝した。個人戦は男子では１２射１２中が２人いる中、小城高校の

陣内聡が競射を制し優勝、女子個人では新人戦に続いて武雄高校の島田帆乃香が１２射１１中で優勝した。愛知県名古

屋市で開催された、「第35回全国高校選抜弓道大会」では女子団体で唐津東高校が決勝トーナメントに進出し、全国５

位に入賞した。 

 

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。男子団体は唐津工業高校、女子団体は武雄

高校が優勝した。男子個人では致遠館高校の有森佑、女子個人では鹿島実業高校の坂本奈津美が優勝した。 

 

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。

男子団体は唐津東高校、女子団体は鹿島実業高校が優勝した。男子個人では小城高校の陣内聡、女子個人では鹿島実業

高校の古川由貴が優勝した。 

 

 

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。 

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。今年度団体は、男女ともに早稲田佐賀高

校が優勝した。男子個人では小城高校の陣内聡、女子個人では武雄高校の島田帆乃香が優勝した。 

 

高校総体 

女子団体では、春季大会を制し決勝リーグ常連の早稲田佐賀、総体５連覇を狙う唐津東を中心に優勝が予想された。

しかし、結果は武雄高校が５勝１敗で並んだ鹿島実業高校を総的中数で上回り、唐津東の５連覇を阻止し、１４年ぶり

の優勝を果たした。 

一方、男子団体では上位リーグ常連の唐津東・小城・早稲田佐賀を中心に優勝争いが予想された。しかし、冬の選抜

予選の頃から力をつけてきていた龍谷高校が安定した試合運びで６戦全勝で優勝した。個人戦では伊万里高校の小濱大

輝、女子個人では佐賀北高校の西村結香が優勝し全国大会への切符を手に入れた。 

 



九州総体・全国総体 

長崎県島原市で開催された九州大会では男女団体では予選通過はかなわなかった。男子個人で白石高校の黒木龍平が予

選を１２射１０中で通過して決勝まで進み５位に入賞した。 

宮城県仙台市で開催されたインターハイでは、男子団体の龍谷高校は予選を２０射１６中の３位で通過し決勝トーナメ

ントに進み、決勝トーナメントに進んだ。２回戦で敗退しベスト１６となった。女子団体の武雄高校は２０射１０中の２

８位タイで８チーム中４チームが進出できる決勝トーナメントをかけての同中競射となった。競射では５射４中で予選を

通過し決勝トーナメントへと駒を進めた。トーナメント１回戦で敗退した。個人戦は残念ながら男女とも予選敗退であっ

た。 

 

九州ブロック国体 

長崎県大村市で開催された九州ブロック国体では、男子が近的７位・遠的４位での総合５位。女子が近的４位・遠的４

位での総合４位で昨年に続いての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。 

 

  



 １．県大会の成績  

平

成

２

８

年

度 

大会 区 分 １位 ２位 ３位 

新
人
大
会 

男子 
個人 

① 村岡 璃玖人（小 城）8中 ② 花田 翔太（龍 谷）7中 ③ 田中丸 友太（早稲佐）7中 

④ 野田 旺佑（小城）6中 ⑤ 吉岡 宏記（佐賀西）6中  

団体 唐津東A ４勝0敗 51中 早稲佐A ２勝２敗 46中 白石A 2勝2敗 45中 

女子 
個人 

① 島田 帆乃香（武 雄）8中 ② 辻丸 菜桜（唐津工）７中 ③ 松尾 奈美（清 和）７中 

④ 宮崎 彩（早稲佐）７中 ⑤ 池田 愛季（致遠館）６中  

団体 清和A ３勝１敗 38中 早稲佐A ２勝２敗 44中 唐津東A ２勝２敗 37中 

選
手
権 

兼
全
国
選
抜
予
選 

男子 
個人 陣内 聡（小 城）12中 花田 翔太（龍 谷）12中 松尾 祐輔（唐津東）11中 

団体 小 城A 4勝0敗 39中 唐津東A ３勝１敗 34中 早稲佐A 1勝3敗 30中 

女子  
個人 島田 帆乃香（武 雄）11中 中尾 水紀（唐津東）９中 古川 日向子（伊万里）９中 

団体 唐津東A 4勝0敗 26中 早稲佐A ３勝１敗 24中 武 雄Ａ ２勝２敗 19中 

１
年
生 

錬
成
大
会 

男子 
個人 有森 佑（致遠館）７中 佐藤 魁帥（致遠館）７中 中山 周造（白 石）６中 

団体 唐津工業A ６／１０／７ 武 雄A ８／８／６ 致遠館A・白石A 

女子 
個人 坂本 奈津美（鹿島実業）6中 藤田 裕佳（武 雄）６中 石井 日和（武 雄）６中 

団体 武 雄A ７／７／８ 白 石B ４／６／３ 鹿島実業B・唐津東A 

２
年
生 

男子 
個人 陣内 聡（小 城）8中 山﨑 顕（唐津東）6中 池上 翼（佐賀北）6中 

団体 唐津東A １１／９／１０ 小 城C ６／１１／１０ 佐賀北A・白 石A 

女子 
個人 古川 由貴（鹿島実業）７中 嶋田 奈月（清 和）6中 檜森 友香子（佐賀北）6中 

団体 鹿島実業A ６／９／８ 清 和A ７／６／３ 小 城A・武 雄A 

平

成

２

９

年

度 

春
季
大
会 

男子 個人 陣内 聡（小 城）８中 中島 直人（武 雄）７中 許斐 瑛介（早稲佐）７中 

団体 早稲佐A12/16/15/14 小城A14/17/13/12 唐津西A  龍谷A 

女子 個人 島田 帆乃香（武 雄）7中 德田 沙也佳（唐津東）７中 名古屋 佳（唐津西）７中 

団体 早稲佐A ９/９/16/13 小城Ａ 10/11/13/10 鹿島実Ａ  唐津西Ａ 

高
校
総
体 

男子 
個人 

① 小濱 大輝（伊万里） ② 岩村 正士（唐津西） ③ 花田 翔太（龍 谷） 

④ 大島 海飛（武 雄） ⑤ 黒木 龍平（白 石） ⑥ 大屋 夢生（鳥栖工） 

団体 龍 谷A 6勝0敗 87中 小 城A ４勝２敗 88中 佐賀北A ４勝２敗 73中 

女子 
個人 

① 西村 結香（佐賀北） ② 日比 玲希（早稲佐） ③ 金子 さくら（武 雄） 

④ 指山 祥子（鹿 島） ⑤ 石井 日和（武 雄） ⑥ 高見 知里 （早稲佐） 

団体 武 雄Ａ ５勝１敗 76中 鹿島実A ５勝１敗 65中 早稲佐A ３勝３敗 63中 

国
体
選
考 

遠的 
男子 陣内 聡（小 城）54点 江副 真冬（木鶏会）54点 中川 斗真（唐津商）50点 

女子 石山 夏子（鹿 島）４８点 原田 菜々美（鹿島実）45点 戸田 優里（鹿島実）４３点 

近的 
男子 江副 真冬（木鶏会）10中 磯﨑 玲（佐賀北）10中 前田 和磨（佐賀西）9中 

女子 山下 菜々子（鹿島実）9中 木下 絵里（佐賀西）8中 戸田 優里（鹿島実）7中 

 
 

  



２．九州大会・全国大会の成績 
 

第24回九州高校弓道新人選手権大会〔博多の森弓道場:福岡市〕 （H28/11/5～11/6） 

男子団体 唐津東  予選18中／４０射で敗退（予選16位ﾀｲ） 

早稲佐  予選17中／４０射で敗退（予選20位） 

白 石  予選14中／４０射で敗退（予選23位） 

※参考：23中で決勝進出の競射→2/3通過 

女子団体 清 和    予選15中／４０射で敗退（予選20位ﾀｲ） 

早稲佐  予選22中／４０射で通過（予選6位ﾀｲ） 

決勝トーナメント１回戦 対 大分工業 （大分）  11－7で勝ち 

決勝トーナメント２回戦 対 九州産業 （福岡）  9－11で負け・・・3位入賞 

唐津東  予選18中／４０射で敗退（予選15位ﾀｲ） 

※参考：20中で決勝進出の競射→1/5通過 

男子個人 村岡 璃玖人（小 城） 予選5中／８射で敗退 

花田 翔太 （龍 谷） 予選6中／８射で通過→決勝１本目で失中 

田中丸 友太（早稲佐） 予選6中／８射で通過→決勝２本目で失中・・・6位入賞 

女子個人 島田 帆乃香（武 雄） 予選３中／８射で敗退 

辻丸 菜桜 （唐津工） 予選２中／８射で敗退 

松尾 奈美 （清 和） 予選５中／８射で敗退→※６中以上の通過者が１名だったため５中の選手で２～６

位決定のための遠近競射 

・・・6位入賞 

 

第35回 全国高校選抜弓道大会〔日本ガイシホール：名古屋市）〕（H28.12/23～25） 

男子団体 小 城  予選 ７中／１２射で敗退（予選24位ﾀｲ） ※参考 ９中で決勝進出。競射なし。 

女子団体 唐津東  予選 ８中／１２射で通過（予選12位ﾀｲ） ※参考 ８中で決勝進出。競射なし。 

決勝トーナメント１回戦  対 旭川農業 （北海道）  ７－４で勝ち 

２回戦  対 秀岳館 （熊本）  7－10で負け・・・５位入賞 

男子個人 陣内  聡 （小 城） １次予選 ２中／４射で敗退 

花田 翔太 （龍 谷） １次予選 ４中／４射で通過 

２次予選 ３中／４射で通過 

決勝  ４本目で失中 遠近法による8位決定戦へ・・・順位なし 

女子個人 島田 帆乃香（武 雄） １次予選 ２中／４射で敗退 

中尾 水紀 （唐津東） １次予選 ３中／４射で通過 

２次予選 ２中／４射で敗退 

 

第63回 全九州高等学校弓道競技大会〔霊丘公園体育館弓道場：島原市〕（H29．7/8～9） 

男子団体 龍谷  予選17中／４０射で敗退（予選15位タイ） 

小城  予選２1中／４０射で敗退（予選11位タイ） 

※参考：22中で決勝進出の競射→1/3チーム通過 

女子団体 武雄   予選17中／４０射で敗退（予選1３位） 

鹿島実業 予選20中／４０射で敗退（予選１１位タイ） 

※参考：２１中で決勝進出の競射→1/３チーム通過 

男子個人 小濱 大輝（伊万里）  予選 8中／１２射で敗退 

岩村 正士（唐津西）  予選１１中／１２射で通過 → 決勝２本目で失中 

花田 翔太（龍 谷）  予選 ７中／１２射で敗退 

大島 海飛（武 雄）  予選 8中／１２射で敗退 

黒木 龍平（白 石）  予選１０中／１２射で通過 → 決勝２本目で失中 

遠近にて5位入賞 

※参考：１０中で決勝進出 

女子個人 西村 結香（佐賀北）  予選 ５中／１２射で敗退 

日比 玲希（早稲佐）  予選 ７中／１２射で敗退 

金子 さくら（武 雄） 予選 ６中／１２射で敗退 

指山 祥子（鹿 島）  予選 ６中／１２射で敗退 

石井 日和（武 雄）  予選 ６中／１２射で敗退 

※参考：９中で決勝進出 



第6２回 全国高等学校弓道大会〔カメイアリーナ仙台特設弓道場：宮城県仙台市〕（H29．8/1～4） 

男子団体 龍谷  予選 16中／２０射で通過（予選３位タイ） 

※参考：12中で決勝進出の競射→４/5チーム通過 

決勝トーナメント１回戦 対 市立松戸（千葉）  13－10で勝ち 

２回戦 対 一関工業（岩手）  13－14で敗退 

女子団体 武雄  予選 10中／２０射で決勝トーナメント進出のための同中競射（予選28位タイ） 

同中競射 4中／５射で通過 

※参考：10中で決勝進出の競射→４/8チーム通過 

決勝トーナメント１回戦 対 佐原（千葉）  9－12で敗退 

男子個人 小濱 大輝（伊万里）  予選  ３中で通過 

準決勝 ２中で敗退 

岩村 正士（唐津西）  予選  １中で敗退 

 

女子個人 西村 結香（佐賀北）  予選  １中で敗退 

日比 玲希（早稲佐）  予選  ２中で敗退 

 

第3７回 九州ブロック国体〔大村市弓道場：大村市〕（H29．8/19～20）  

男子 江副（神埼木鶏会）・陣内（小城）・中山（白石） 

近的 １１中／２４射（７位タイ） 

遠的 103点（４位）的中数による 

総合 6．５点(５位) 

※参考：近的 １７中／２４射（３位） 

遠的 103点（３位） 

総合１１．５点(３位) 

女子 木下（佐賀西）・原田（鹿島実業）・戸田（鹿島実業） 

近的 15中／２４射（4位タイ） 

遠的 70点（4位） 

総合 9．5点(4位) 

※参考：近的 16中／２４射（３位） 

遠的 76点（３位） 

総合 10．0点(３位) 

 

 

 


