弓道部のページ
顧問 ： 葉名雅之，宮岡まなみ，橋本 有紀，高野裕司

部員数 男子

１７名

女子 ４７名

部員総数

６４名

〈クラブ紹介〉
弓道は武道です。弓道を通して，人の道を学びます。
中国の古典（礼記）に，
「射は立ち居振舞いの全てにおいて，必ず礼に則って行い，心構えは正しく清く，
服装には乱れはなく，細かな処に気配りをしながら，その上で弓矢を取る。細かな処まで注意深く気配りし
ながら，正しい心で基本に忠実に射て，その結果的中を得た時に，初めて中ったと言います。射は人柄・人
徳を観る神聖なる手段です。射は，人としての最高を求めての道です。だから射は正しきを自分に求めるの
です。自分が正しく射た積もりでも，それで的中を得る事が出来ない場合には，自分に勝った人を怨（うら）
むことなく，的中を得なかった自分自身の心や射技を反省しなければならない。こうして正しい事が自然に
出来るような自分自身を作るように，自分自身を鍛えなければならない。
」という意味のことが記されてい
ます。

〈本年度活動予定〉
・4 月 14 日（土）15 日（日）
：第 61 回広島県高等学校弓道選手権大会（近的）（県立体育館弓道場）
・4 月 21 日（土）：広島地区高校弓道大会（県立体育館弓道場）
・4 月 28 日（土）：第 61 回広島県高等学校弓道選手権大会（遠的）（呉市営遠的弓道場）
・5 月 13 日（日）：第１回定期地方審査（級位・段位）（県立体育館弓道場）
・5 月 26 日（土）27 日（日）
：第 71 回広島県高等学校総合体育大会（近的）（県立体育館弓道場）
・6 月 9 日（土）: 第 71 回広島県高等学校総合体育大会（遠的）
（呉市営遠的弓道場）
・6 月 22 日（金）23 日（土）24 日（日）
：第 61 回中国高等学校弓道選手権大会（岡山市）
・7 月 1 日（日）
：広島県国体選手【少年の部】最終選考会（近的・遠的）（呉市営弓道場）
・8 月 2 日（木）～5 日（日）：平成 30 年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会（静岡県袋井市）
・8 月 8 日（水）
：広島地区高校リーダー講習会（県立体育館弓道場）
・8 月 25 日（土）26 日（日）
：第 73 回国民体育大会中国ブロック体会弓道競技（山口市）
・9 月 1 日（土）2 日（日）
：広島地区高校弓道新人大会（県立体育館弓道場）
・9 月 24 日（月）：第２回定期地方審査（級位・段位）（県立体育館弓道場）
：第 73 回国民体育大会弓道競技（福井県敦賀市）
・9 月 30 日（日）10 月 3 日（水）
・10 月 27 日（土）28 日（日）
：第 54 回広島県高等学校弓道新人大会（近的）（県立体育館弓道場）
・11 月 3 日(土)：初級者講習会（県立体育館弓道場）
・11 月 4 日(日)：第 54 回広島県高等学校弓道新人大会（遠的）（呉市営遠的弓道場）
・11 月 16 日（金）～18 日（日）
：第 26 回中国高校弓道新人大会（鳥取県米子市）
・11 月 23 日（金）：第３回定期地方審査（級位・段位）（県立体育館弓道場）
・12 月 24 日（月）～26 日（水）：第 37 回全国高等学校弓道選抜大会（岡山市）
・１月４日（金）～６日（日）：第 25 回西日本高校弓道選手権大会（県立体育館弓道場）
・１月 26 日（土）
：広島地区高校弓道選手権大会（県立体育館弓道場）
・１月 27 日（日）
：第４回定期地方審査（級位・段位）（県立体育館弓道場）
・２月 17 日（日）
：広島県弓道選手権大会【少年の部】（県立体育館弓道場）
・２月 24 日（日）
：県知事旗争奪弓道大会（県立体育館弓道場）
・３月 31 日（日）：第６回定期地方審査（級位・段位）（県立体育館弓道場）

〈

本年度の結果 ～栄光の弦音～ 〉

・4 月 14 日（土）15 日（日）：第 61 回広島県高等学校弓道選手権大会（近的）
女子団体
７位
女子個人 １２位 大槻 咲奈
第 61 回中国高等学校弓道選手権大会出場
・4 月 21 日（土）
：広島地区高等学校弓道大会
女子団体 ５位
男子団体 ８位
女子個人 ４位 中嶋 美月
女子個人 ５位 土森 友海
女子個人 ７位 工藤あゆな
・4 月 28 日（土）
：第 61 回広島県高等学校選手権大会（遠的）
女子団体 ４位
女子個人 ５位 戸田 彩香
・5 月 26 日（土）27 日（日）：第 71 回広島県高等学校総合体育大会弓道競技（近的）
女子団体 ８位
女子個人 ８位 伊東 朋香
・6 月 9 日（土）
：第 71 回広島県高等学校総合体育大会弓道競技（遠的）
女子団体 ３位
女子個人 ５位 中嶋 美月
・6 月 22（金）～24 日（日）：第 61 回中国高等学校弓道選手権大会 島根県出雲市
女子団体 ８位
・9 月 1 日（土）2 日（日） ：広島地区高等学校弓道新人大会
２年男子団体 ５位
２年女子団体 ４位
１年女子団体 ２位
２年男子個人 ５位 松本 拓海
２年女子個人 ８位 工藤あゆな
１年女子個人 ３位 上西
凛
１年女子個人 ４位 百田 野乃
・10 月 27 日（土）28 日（日）：第 54 回広島県高等学校弓道新人大会（近的）
女子団体 ２位
女子個人 ７位
中島 梨緒
女子個人 11 位
八木さくら
第 26 回中国高校弓道新人大会（米子市） 出場決定
・11 月 4 日（日）：第 54 回広島県高等学校弓道新人大会（遠的）
女子団体 ３位
男子団体 ６位
女子個人 ８位
立テ 晴香
・11 月 16 日（金）～18 日（日）
：第 26 回中国高等学校弓道新人大会 鳥取県米子市
女子団体 ８位
・1 月 26 日（土）：広島地区高校弓道選手権大会
女子団体 ２位
女子個人 ４位
松前 月菜
・2 月 17 日（日）：第 53 回広島県弓道選手権大会（少年の部）
女子個人 ３位
工藤あゆな
女子個人 ６位
金森 真央
女子個人 ８位
中嶋 美月
男子個人 ７位
松本 拓海

《

活動の様子 》

第 61 回広島県高校弓道選手権大会
近的女子団体

７位

遠的女子団体

女子個人 １２位 大槻咲奈

女子個人

広島地区高校弓道大会
女子団体 ５位

４位
５位 戸田彩香

県立総合体育館弓道場前にて

男子団体 ８位

女子個人 ４位 中嶋美月
女子個人 ５位 土森友海
女子個人 ７位 工藤あゆな

第 71 回広島県高校総合体育大会弓道競技
近的 女子団体 ８位
女子個人 ８位 伊東 朋香

遠的 女子団体 ３位
女子個人

５位 中嶋美月

第 61 回中国高等学校弓道選手権大会
島根県出雲市カミアリーナ
女子団体

８位

広島地区高等学校弓道新人大会
２年男子団体 ５位

２年女子団体 ４位

２年男子個人 ３位 松本

拓海

１年女子団体 ２位

２年女子個人 ８位 工藤あゆな １年女子個人 ３位 上西

凛

４位 百田 野乃

第 54 回広島県高等学校弓道新人大会
近的

女子団体

２位

女子個人

７位 中島 梨緒
11 位

遠的 女子団体 ３位
八木さくら

女子個人 ８位 立テ 晴香

遠的 男子団体 ６位

第 26 回中国高等学校弓道新人大会

広島地区高校弓道選手権大会

女子団体 ８位

女子団体 ２位
女子個人 ４位 松前 月菜

第 53 回広島県弓道選手権大会（少年の部）
女子個人 ３位

工藤あゆな

女子個人 ６位

金森 真央

女子個人 ８位

中嶋 美月

男子個人 ７位

松本 拓海

