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6月 4日（土）・ 5日（日）   

第 66回関西学生弓道選手権大会 本選 神戸グリーンアリーナ 

6月 25日(土) ・26日(日)   

第 34回全国大学弓道選抜大会 全日本弓道連盟中央道場 

7月 2日(土) ・3日(日)    

第 70回全日本学生弓道選手権大会 個人戦予選 

8月 10日（水）・11日（木）・12日（金） 

第 70回全日本学生弓道選手権大会 日本武道館 

8月 13日（土）  

第 53回全日本学生弓道遠的選手権大会 全日本弓道連盟中央道場 

8月 22日～28日     

夏強化合宿 長野県 

 
※各⽇程は 5月 28⽇時点での予定です。社会情勢の影響により変更になる可能性があります。また、夏合宿以
降の活動予定は未定です。 
関⻄⼤学体育会弓道部のホームページで随時更新していきますので、そちらをご覧ください。 
感染状況によって、試合の観戦ができない可能性がありますのでご了承ください。 
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弓陵会会長 齋藤 憲 

 
 

 
 弓陵会員の皆様には、平素から弓陵会活動に格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげま
す。 
 2020年初頭から全世界に猛威を振るった新型コロナウィルスですが、2021年には国⺠
の多くがワクチンの接種を完了し、2021年末には終息かと思いきや中々しぶといウィルス
で、変異を繰り返し 人々を苦しめています。 
そんな中 去る 3月 13日（日）1300名収容の吹田市⽂化会館にて総勢約 140名参加の

下、感染対策を徹底して令和 3年度卒の学生諸君の卒部式を執り行いました。2018年入部
され本年春に卒部された 20名は、倶楽部在籍期間 4年間の内の半分がコロナにより活動
制限を受けていました。三～四回生という部の中核時期によく耐え、男女とも一部リーグ
校にふさわしい健闘をしてくれました。クラブの存続に関わりかねない危機も何とか乗り
越えてくれており、弓陵会より心より御礼申しあげます。 
本年も活動にはやはり制限が掛かると予想されます。一昨年・昨年の弓陵だよりの挨拶

にも同様の事を書きましたが、⽮数・練習量が落ちる場合、基礎・土台がしっかりしたチ
ームが絶対優位になります。関大の射は故森川師範の教えを受けた監督・コーチの指導の
元、基礎・土台を重視しており、本年も男女共強豪であると確信いたします。 
新四回生・新三回生は活動制限が三年⽬に突入しており、学生も辛抱に辛抱を重ねてい

ます。斯様な時期に出来る限りの応援をいたすのが、本来の弓陵会の役⽬と考えます。学
生との接触にも制限があり、試合の観戦も出来ず、学生の素顔も分からなくなってきてい
る状況ですが、ここは弓陵会員も耐えて根気強く見守って下さい。 
会員の皆様も大変ご苦労されている中、一昨年・昨年と二年連続近年最高額の弓陵会費

を皆様からお預かりさせて頂く事が出来ました事を、心より御礼申しあげます。 
弓陵会総会についてですが 2019年 3月 16日の卒部式の日を最後に開催できておらず、

安全と判断できれば早い時期に実施致したく考えております。また本年は関大弓道部 70
周年の年であります。周年行事を本年中に行うかは今のところ未定でありますが、実施の
場合は何卒宜しくご協⼒の程 お願い申しあげます。 
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2022年度の開始にあたり、顧問よりご挨拶申し上げます。 
コロナ禍は 3 年⽬を迎え、第 6 波は未だ収束したとは言えない状況にあります。弓陵会

会員の皆様には、この場をお借りして、⼼からお見舞い申し上げます。 
2021 年度の弓道部は、リーグ戦では、⼥子が優勝、男子が三つ巴の順位決定戦を経ての

3位、そして、関⻄覇者として臨んだ⼥子は全⽇本学⽣弓道王座決定戦で 3位という成績を
収めました。男子は年度開始より調子が上がらず、どうなることかと思いましたが、リーグ
戦では関⻄⼤学の意地を見せて戦ってくれました。また、⼥子には優勝を狙える⼒があった
だけに、王座での 3位は、嬉しさよりも悔しさが残る結果でした。今年の雪辱に期待したい
と思います。会員の皆様⽅の、平素よりのご支援、ご協⼒なくして、これらの結果はありま
せんでした。⼤学を代表し、皆様⽅に⼼より御礼申し上げます。 
さて、コロナ禍は上述したような状況ではありますが、⼤阪府に出されていたまん延防止

等重点措置が 3 月 21 ⽇に解除されたことを受け、本学の課外活動も、「ブレーキを踏みな
がらの通常運転」という形で新年度を迎えています。弓道部にもまた、部員たちが以前のよ
うに集い、切磋琢磨する活気が戻りつつあります。 
コロナ禍が 3 年⽬を迎えたということは、コロナ禍以前の弓道部を知る学⽣が現 4 回⽣

のみとなったということを意味します。彼らは、諸先輩⽅の時代の関⼤弓道部を、そして強
かった時代の関⼤弓道部を、3回⽣以下に伝える使命が自分たちにはある、と口々に話して
います。彼らには並々ならぬ気迫を感じますが、それは、彼らが、コロナ禍以前の弓道部を
知るだけではなく、コロナ禍で弓道部を必死に守ってきた先代と先々代の 2 世代の努⼒と
苦労、そして気持ちを知ってもいるからです。そしてまた、実質的に部を運営する現 3回⽣
たちには、4回⽣から出来る限りのことを吸収しようという熱意を感じます。彼らから感じ
るこの気迫と熱意とは、2022 年度が弓道部にとって、⻑い冬を耐えた蛹が成⾍に脱⽪する
ような、そのような 1年になるのではないかと予感させるに⼗分なものです。 
弓陵会会員の皆様におかれましては、この 1年間、彼らに⼤いに期待をし、そして、彼ら

を温かく見守り、そして、彼らをご支援下さいますよう、⼼よりお願い申し上げる次第です。 
 

顧問 酒井 真道 
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 弓陵会OB・OGの皆様、平素より現役部員に多大なるご支援を頂戴し、誠に有難うございます。 
 昨季は、まさに with コロナの一年となり、リモート試合と対⾯試合を併⽤し、全ての公式戦が無
事に開催されることとなりました。男女ともに日本一を⽬標に掲げ、奮闘した一年でした。 
 主な戦績は、全国選抜女子ベスト 16、関西女子記録会優勝、関西選手権女子団体優勝（16 年ぶ
り）、インカレ男子団体ベスト 16、インカレ女子団体ベスト４などです。 
リーグ戦は、男子は 3 勝 1 敗（平均的中 121.8 中＝的中率.761 で関西 3 位）で、三つ巴の優勝決

定戦に持ち込みましたが惜敗し、一部リーグ 3位が決定、念願の王座出場は叶いませんでした。 
一⽅、女子は4戦全勝（平均的中67.0中＝的中率.838で関西1位）で、3年ぶりの王座出場決定。

王座では 1 回戦 2 回戦を順調に勝ち進み、迎えた準決勝はインカレで同じく準決勝で対戦し敗れて
いる四国大学。雪辱を果たすべく臨みましたが善戦及ばず、またしても敗戦し、ベスト４。来季へ
の宿題が残る王座大会となりました。また、同時に開催された東西対抗試合には男子 1 名、女子 2
名が出場し、男女ともに西軍優勝に貢献しました。 
 さて今季は、男女ともに 1 部リーグ優勝・王座優勝を⽬標に掲げ、それまでの公式戦も常に優勝
を⽬指して取り組んでいますが、現時点では幸先良いスタートを切ることが出来ています。新人戦
決勝では、関大 98 中・⽴命館大 92 中・関学大 88 中で三つ巴戦を制し 31 年ぶりの優勝。関西新人
十傑の 1 位と 9 位に 2 名が入賞しました。また、3 年ぶりに開催された大阪府選手権では男女アベ
ック優勝（6年ぶり）することができました。 
 一⽅、新入生の勧誘活動にも注⼒し、男子 17 名・女子 14 名、合計 31 名の新入部員を迎え、5月
1 日に入部式を執り行いました。それぞれが⼒強い抱負を述べ、弓道部でのスタートを切りました。
新入生から 4 回生まで総勢 108 名。大人数であることでの運営の負担は多々ありますが、数は⼒と
信じ、戦⼒強化に努めたいと考えています。 
 この 2 年間のコロナ禍では、苦労することも難しいことも本当に数多くありましたが、これまで
にない環境下で、創意工夫や新たな試みも生まれています。その一つが公式戦のリアルタイム配信
です。YouTube や Zoom などを活⽤し、どこにいても試合観戦が出来るようになりました。OB・
OG の皆様がカメラの向こう側で応援してくれていることは、間違いなく現役部員たちの励みにな
っております。これからも是非、ご声援を送り続けてください。 
今後の主な公式戦は、関西選手権個人予選（5/22 リモート）、関西選手権団体予選〜決勝・個人

決勝（6/4.5 対⾯）、総合関関戦（6/18.19 対⾯）、全国選抜（6/25.26 対⾯）、インカレ個人予選
（7/2.3）、インカレ団体予選〜決勝・個人決勝（8/10.11.12）の全てが開催予定となっています。 
その全てにおいて最良の成果を残せるようチャレンジし、OB・OG の皆様のご期待に沿えるよう
精進してまいります。 
 最後になりますが、弓陵会OB・OGの皆様には、変わらぬご支援の程、宜しくお願い申し上げま
す。                            

監督 猪尾 康成 
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弓陵会の皆様、日頃は弓陵会と現役部員に温かいご支援を頂きありがとうございます。 
おかげさまで、昨年、関西選手権で女子が１６年ぶりに優勝、リーグ戦でも３年ぶりに優勝し王座でベス
ト 4、インカレでもベスト 4 の好成績を収めることができました。昨年も一昨年に引き続きコロナ禍での
活動になりました。本誌の記事中に詳細は書かれていますので是非お読み頂きたく思います。激励や応援
のメッセージも多数頂き、会費納入にも多数の方にご協⼒頂きましたこと本当に感謝申し上げます。 
『⽬的と⽬標』 
 部員は、全国制覇を⽬標にして日々研鑽しております。そして、⽬標の他に部活動を行う⽬的を設定し
ております。「何のために勝つのか、勝ってどうするのか」。⽬標は、達成できたり達成できなかったり、
時には見失うこともあります。何のために部活動を行っているのかという⽬的がないと⽬標を見失った時、
彷徨うことになります。 
現在の部の活動⽬的『苦しさや辛さを共に乗り越え感動を共有し、人として成長する』 
 部員は今、『感動を共有し人として成長しよう』という言葉を合言葉のようにして日々の活動をしてい
ます。⽬標を見失っても、人として成長する為に、友と感動する為にという⽬的が日々の活動の支えにな
ると考えています。 
『感動を共有する』に思う事 
 私はスポーツ観戦が好きで、テレビの前でよく感動します。テレビの向こう側の選手と感動を共有しま
す。でも、よくよく考えれば、私の感動はテレビの向こうの選手に頂いているものです。そして選手は感
動を与えている方なのだと。この場合の感動の共有には与える側と貰っている側とに明確に分かれている
のだと。では我が部はどうでしょうか。昨シーズンも感動する場⾯が幾つもありました。しかしこの感動
も、与える側と貰っている側に分かれているのではないのだろうかと危惧します。もし二つの⽴場がある
ことを是とするならば、いずれ我が部は二極化するのではないだろうかと。例えば、試合に勝利して皆で
喜んでいるが、頑張っている人と頑張っていない人がいるのであれば、その感動の共有は少し違うように
思います。昨シーズンは皆で感動を共有したと部員が言っても、あえて苦言を呈したい。『苦しさや辛さ
を共に乗り越えて』がない感動の共有は自分たちが⽬指しているものではありません。部員全員が『苦し
さや辛さを共に乗り越えて』、感動をお互いに与えあい貰いあうことを⽬指してほしいと思っています。 
4回生の思いと 36秒間の会 
 昨年は男女ともに 4回生が頑張ってくれました。学生生活の大事な 2年間をコロナで不自由を強いられ
た学年です。⽬指していた大会が何度も中止になり打ちひしがれても何度も⽴ち上がってくれました。男
子の最終戦の三つ巴の優勝決定戦、敗れはしましたが、4 回生 5 名が出場しました。最終⽴ちは堂々と引
ききってくれました。(4名で 16射 15中)。女子王座の準決勝も 4回生 3名が頑張ってくれました。大落
ちをリリーフした高平選手の最後の 1 射は 36 秒の会で皆中しました。負けは決まっていましたが、仲間
と積み重ねてきた全てをかけて中るところまで絶対に離さないという魂の射でした。 
アーカイブ OBOGの皆様へのお願い 
 これら感動の場⾯は語り継がれるべきものだと思っています。記録には残りませんが、ぜひ部の記憶に
残ってほしいのです。我が部の歴史には多くの感動があったはずです。OBOGの皆様には(コロナ収束後)、
ぜひ道場へ足を運んで頂き、後輩たちに色々な話をして頂きたいと思っております。 
アーカイブがある部は強い 
感動が語り継がれ記憶されることこそが伝統というものではないでしょうか。 

弓陵会 副会長 弓道部 コーチ 宮本 忠依 
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新年度幹部紹介 
今年度、主将兼⼥⼦主将を務めさせていただきます、奥野早紀です。 
コロナ禍でお会いできない中でも、⽇頃より温かいご声援、ご⽀援を
頂き誠にありがとうございます。 
昨年度、⼥⼦は関⻄選⼿権と 1 部リーグで優勝、王座第３位となるこ
とができました。少しずつコロナ禍でも対⾯での試合が⾏われるな
ど、⽮声こそ出せませんが元の様⼦に戻りつつあります。今年は⽇本
⼀となり、全員で感動を共有できる⼀年にするべく精進してまいりま
す。今後ともご声援のほどよろしくお願いいたします！ 

今年度、男⼦主将を務めさせていただきます、⾜⽴拓⾺です。 
昨年度、男⼦は１部リーグ３位とリーグ優勝にあと⼀歩の所でし
た。今年度は男⼥共に１部リーグ優勝、王座優勝を達成するべく、
⾃らの持てる⼒を全て出し切り、全部員が本気で努⼒し、本気で⽇
本⼀を掴める部を作っていきます。 
今後ともご声援、ご⽀援のほどよろしくお願いいたします。 

今年度男⼦副将を務めさせていただきます、坪⽥⻯司です。 
私は部の⽬的である「全部員での感動の共有」を達成したいと本
気で思っています。その為には部の⽬標達成と全部員が⽬的・⽬
標と向き合い努⼒することが必要だと考えています。その為の
環境作りも勿論⼤切ですが、私は特に結果と姿勢で部員に⾒せ
ていくことに拘りをもって取り組んでいきます。 
また、コロナウイルスの流⾏が続き今年もどうなるかは分かり
ませんが、今ある環境に感謝して今できることを精⼀杯やって
いきます。 
ご声援のほどよろしくお願いします。 

男⼦主将 ⾜⽴拓⾺（四） 

男⼦副将 坪⽥⻯司（四） 

主将 奥野早紀（四） 



 
  

今年度、男⼦副将を務めさせていただきます、坂⽥康樹です。 
昨年度は新⼈監督として１回⽣の育成に尽⼒していました
が、今年は全員で感動を共有するために、関⼤を⽇本⼀のチ
ームにするべく努めてまいります。そして、この⼀年を終え
た際に、全員が関⼤⼸道部の⼀員で良かったと思えるような
チームに導きます。 
これからもご声援のほどよろしくお願いいたします。 

今年度、⼥⼦副将を務めさせていただきます、岡﨑⼩夏です。 
シーズンインしましたが、部員全員が同じ時間帯で練習することが出来ず、
セパレートした練習形態から今年も練習が始まりました。会うことが出来な
い部員がいる中で、部の⽬的である「全員で感動を共有する」を達成できる
ように、まず私⾃⾝に何ができるのか、何をするべきなのかを考え⾏動して
いき、部を幹部と共に引っ張っていきたいと思います。今年こそ全員で⽇本
⼀を掴み取る為に、覚悟を持って⾃分たちができることをやりきります。 
たくさんの⽅に⽀えていただけていることに感謝をし、恩返しが出来るよう
に謙虚な姿勢で精進していきます。 
今年度もご⽀援、ご声援のほどよろしくお願いします。 

こんにちは。 
今年度、⼥⼦副将を務めさせていただきます、⿓⾒璃胡です。 
新型コロナウイルスの影響で思うような活動が出来なくなってか
らもう２年以上が経とうとしています。昨年度はこのような⾮常事
態でも多くの⽅のご協⼒をいただき、⼥⼦は王座第３位という結果
もいただきました。今年度は必ず⽇本⼀を達成し、全員が笑って終
われるように部員全員で精進まいりますので、ご声援のほどよろし
くお願いします。 

男⼦副将 坂⽥康樹（四） 

⼥⼦副将 岡﨑⼩夏（四） 

⼥⼦副将 ⿓⾒璃胡（四） 
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こんにちは。 
今年度男⼦主務を務めさせていただきます、海野遼太です。 
昨年度は主務補佐という⽴場で、様々な⼈に⽀えられた⼀年でし
た。いよいよ最後の年になりましたが、チームの為⾃分の出来るこ
とを全て⾏い、⽀えてくださっている全ての⽅へ恩返しが出来るよ
う全⼒を尽くす所存です。 
これからもご⽀援、ご声援のほどよろしくお願いいたします。 

今年度、⼥⼦主務を務めさせていただきます、⾜川茉南です。 
昨年度は沢⼭のご⽀援、ご声援をいただき、誠にありがとうございまし
た。多くの⽅のご協⼒があったからこそ、コロナ禍でも⽇本⼀を⽬指せ
る環境で練習が出来たと感じております。今年度は、感謝の想いを胸
に、新チームで勝利を掴み取りたいと思います。 
私⾃⾝最後の１年となりますので、悔いの残らないよう主務として精
進いたします。何卒よろしくお願いいたします。 

こんにちは！ 
今年度、幹部補佐を務めさせていただきます、⼤江達也です。 
部員たちが切磋琢磨し、活気ある部にしていけるよう、何事にも全
⼒で取り組み、私のスマイルで部員にパワーを与えていきます！ 
また、頼れる先輩⽅の下で多くのことを学んでいき、部の成⻑に貢
献できるよう精進して参ります。 
まだまだ未熟者ではございますが、よろしくお願いします。 

こんにちは。 
今年度幹部補佐を務めさせていただきます、髙本真⽣です。 
部を⽇本⼀にする為、部員全員が⼈として成⻑できる環境を
作る為に、この⼀年⾃分の持てる最⼤限の能⼒を部に還元し
ていきたいと考えております。私⾃⾝まだまだ未熟ですが、
焦らず、腐らず、諦めず、誠⼼誠意取り組んで参りますので
ご⽀援、ご声援のほどよろしくお願いいたします。 

幹部補佐 ⼤江達也（三） 

男⼦主務 海野遼太（四） 

⼥⼦主務 ⾜川茉南（四） 

幹部補佐 髙本真⽣（三） 



 
  

今年度、幹部補佐を務めます、國⽶雄太です。 
私は去年の⼀年間、メンバーとして幹部・幹部補佐の⽅々を
間近で⽬にしてきました。部を引っ張る存在として尽⼒して
いた姿は記憶に新しく、今でも尊敬しています。私はそんな
幹部の先輩⽅の背中を⾒て、サポートをしつつ、誰よりも勝
ちにこだわって精⼀杯幹部補佐を務めていきます。⼤勢の⽅
の期待に応えると共に、私に対する不安も払拭できるよう尽
⼒していきます。 
よろしくお願いいたします。 

今年度、幹部補佐を務めさせていただくことになりました、
植⽊鈴華です。 
私は隙のないチーム作りを⾏う為、部員の規範となるよう、
⼸道⾯・⽣活⾯で真剣に取り組み部を引っ張る存在になりた
いと思っています。⾄らない点もあると思いますが、関⼤⼸
道部の発展の為、幹部補佐としても選⼿としても精⼀杯努⼒
していきますのでよろしくお願いします。 

こんにちは！ 
今年度、幹部補佐を務めさせていただきます、富⽥真央です。 
部の運営の主体者となる重要な役職に就くということで、⽇々
⾝の引き締まる思いです。私たち三回⽣は、コロナ禍の始まり
の年に関⼤⼸道部に⼊部しました。私たちの中ではコロナ禍で
の活動が⼸道部の当たり前となっています。試合の雰囲気や練
習形態などは以前と⼤きく異なり、それがマイナスとなってい
ることも多々あると思います。ただ、コロナ禍の練習で得られ
たことも多くありました。今ある環境を享受し、そこで尽⼒す
ることが私たちにできるベストだと思います。 
私は幹部補佐として部員の⼒が最⼤限発揮できる環境をつく
り、関⼤⼸道部を⽇本⼀へ導く所存です。今後ともご声援のほ
ど宜しくお願いいたします。 

幹部補佐 國⽶雄太（三） 

幹部補佐 富⽥真央（三） 

幹部補佐 植⽊鈴華（三） 
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こんにちは。 
今年度、主務補佐を務めさせていただきます、萩野晃太です。 
昨年度は班分けされた練習形態の中、部員個⼈個⼈で⼸道に対す
る意識とギャップがあると感じていました。今年からは全員での
練習が再開します。そこでどうしたら全員が⼀丸となって部の⽬
標に向かっていけるのか、その環境作りはどう⾏っていくべきか
を考え、少しでも部に貢献していきたいと思います。また、同時に
⼀⼈の選⼿である⾃覚も持ち、この⼀年励んでまいります。 
よろしくお願いいたします。 

今年度、主務補佐を務めさせていただきます、⼩原沙輝です。 
昨年度の活動を通して、隙のないチームを作り、全員で感動を共
有することに⼒を⼊れたい！という思いが強くなりました。そ
のために⾃⾝も努⼒を怠らず、選⼿としても幹部の⼀員として
も部に貢献できるよう努めてまいります！ 
よろしくお願いいたします。 

主務補佐 萩野晃太（三） 

主務補佐 ⼩原沙輝（三） 

今年度、よろしくお願いいたします！ 

※記念撮影の為、マスクを外しております。 
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令和 3年度 戦績 
 

・２月２１⽇（⽇） 徳川杯 
男子 
第⼆試合 
関西大学  １３中 
⽴命館大学 １７中 
 
第三試合 
関西大学  １７中 
同志社大学 １０中 
 
女子 
第⼆試合 
関西大学  １６中 
⽴命館大学 １１中 
 
第三試合 
関西大学  １４中 
同志社大学 １３中 
 
 
・2月２８⽇（⽇） 練習試合 対大阪府⽴大学 
第一試合 
関西大学   ４７中 
大阪府⽴大学 ３６中 
 
第⼆試合 
関西大学   ５０中 
大阪府⽴大学 ４４中 
 
 
・３月９⽇（火） 練習試合 対近畿大学 
第一試合 
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関西大学 ４７中 
近畿大学 ３１中 
 
第⼆試合 
関西大学 ８８中 
近畿大学 ９０中 
 
皆中者 中西啓（２０２１年度卒部生） 
 
・３月１４⽇（⽇） 練習試合 対京都橘大学 
関西大学  １０１中 
京都橘大学 ８７中 
 
 
・３月１８⽇（⽊） 四私新人リーグ戦 
優勝  ⽴命館大学  ６０中 
準優勝 関西大学   ５６中 
第３位 関西学院大学 ５５中 
第４位 同志社大学  ４７中 
 
 
・３月２８⽇（⽇） 新人戦第⼆戦 対桃山学院大学 
関西大学   ５８中 
桃山学院大学 ３６中 
 
 
・４月４⽇（⽇） 新人戦第三戦 対天理大学 
関西大学 ６０中 
天理大学 ４７中 
 
皆中賞 菅野竣介（４）、髙橋優介（４） 
 
 
・４月１１⽇（⽇） 新人戦本戦準決勝 対同志社大学 
 
関西大学  ９９中 
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同志社大学 ７８中 
 
 
・４月１８⽇（⽇） 新人戦本戦決勝 対京都橘大学、⽴命館大学 
関西大学  ９８中 
京都橘大学 ９１中 
⽴命館大学 １０５中 
 
 
・５月３⽇（月） 第 33回全国大学弓道選抜大会予選 
男子団体 
四ツ⽮１４中 一手８中 一本４中 一本２中 
 
女子団体 
四ツ⽮９中 一手５中 一本３中 一本３中 
 
 
・６月６⽇（⽇） 同⽴佛関定期戦女子 
〈選抜形式〉 
優勝  ⽴命館大学 
準優勝 同志社大学 
３位  関西大学 
 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学  ５７中 
同志社大学 ３７中 
 
 
・６月１２⽇（⼟） 女子練習試合 対京都橘大学 
〈選手権形式〉 
優勝  関西大学 Bチーム 
準優勝 京都橘大学 Aチーム 
３位  関西大学 Aチーム 
 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学  ５３中 
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京都橘大学 ４７中 
 
 
・６月１３⽇（⽇） 男子練習試合 対天理大学 
〈選手権形式〉 
優勝  関西大学 Aチーム 
準優勝 関西大学 Bチーム 
３位  天理大学 
 
〈リーグ戦形式、２０射〉 
関西大学 １１８中 
天理大学 ８５中 
 
〈リーグ戦形式、１２射〉 
関西大学 ５７中 
天理大学 ５８中 
 
 
・６月１９⽇（⼟） 男子練習試合 対山口大学 
関西大学 ９７中 
山口大学 ８５中 
 
 
・６月２０⽇（⽇） 女子練習試合 対大阪経済大学 
〈選抜形式〉 
優勝  関西大学 Aチーム 
準優勝 大阪経済大学 Bチーム 
３位  関西大学 Bチーム 
 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学   ７４中 
大阪経済大学 ５５中 
 
 
・６月２６⽇（⼟） 女子練習試合 対佛教大学 
関西大学 ３０中 
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佛教大学 １２中 
 
 
・６月２７⽇（⽇） 第３３回全国大学弓道選抜大会 
女子決勝トーナメント１回戦 
関西大学 ６中 
⽇本大学 ８中 
 
 
・６月２７⽇（⽇） 男子練習試合 対岡山商科大学 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学   ８５中 
岡山商科大学 ９５中 
 
 
・６月２７⽇（⽇） 男子練習試合 対近畿大学 
〈選手権形式〉 
優勝  近畿大学 Bチーム 
準優勝 関西大学 Bチーム 
    近畿大学 Aチーム 
 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学 １２０中 
近畿大学 １２６中 
 
 
・７月３⽇（⼟） 第６９回全⽇本学生弓道選手権大会予選 
男子団体 
四ツ⽮１８中 一手８中 一本３中 一本４中 
 
 
・７月４⽇（⽇） 第６９回全⽇本学生弓道選手権大会予選 
女子団体 
四ツ⽮１０中 一手６中 一本３中 一本３中 
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・７月１７⽇、１８⽇、２５⽇ 第６５回関西学生弓道選手権大会 
男子予選 
Aチーム 四ツ⽮１４中 一手９中 一本４中 一本３中 
Bチーム 四ツ⽮１０中 一手７中 一本１中 一本３中 
Cチーム 四ツ⽮１１中 一手７中 一本２中 一本２中 
 
男子本戦 
一回戦 関西大学 Aチーム  １２中 
    同志社大学 Aチーム １３中 
 
女子予選 
Aチーム 四ツ⽮５中 一手５中 一本１中 一本３中 
Bチーム 四ツ⽮３中 一手５中 一本２中 一本１中 
Cチーム 四ツ⽮８中 一手４中 一本２中 一本１中 
 
女子本戦 
一回戦 関西大学 Cチーム   ９中 
    桃山学院大学 Bチーム ８中 
⼆回戦 関西大学 Cチーム   １１中 
    京都産業大学 Cチーム ６中 
準決勝 関西大学 Cチーム   ９中→６中（一手競射） 
    京都橘大学 Aチーム  ９中→４中（一手競射） 
決勝  関西大学 Cチーム   １０中 
    大阪経済大学 Aチーム ９中 
 
 
・８月１⽇（⽇） 女子練習試合 対京都橘大学 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学  ５３中 
京都橘大学 ４８中 
 
 
・８月１１⽇、１２⽇ 第６９回全⽇本学生弓道選手権大会 
男子団体 
決勝トーナメント２回戦 関西大学   １４中 
            慶応義塾大学 １８中 

優勝決定！ 
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女子団体 
決勝トーナメント２回戦   関西大学   １０中 
              大東⽂化大学 ８中 
決勝トーナメント３回戦   関西大学   ９中 
              専修大学   ６中 
決勝トーナメント準決勝   関西大学   １０中 
              四国大学   １１中 
決勝トーナメント３位決定戦 関西大学   ５中 
              慶応義塾大学 ７中 
 
 
・８月１５⽇（⽇） 明治大学定期戦 
〈リーグ戦形式〉 
女子 
関西大学 ６１中 
明治大学 ５３中 
 
男子 
関西大学 １１５中 
明治大学 １２７中 
 
 
・８月１６⽇（月） 慶応義塾大学定期戦 
〈リーグ戦形式〉 
女子 
関西大学   ７１中 
慶応義塾大学 ４５中 
 
男子 
関西大学   １２４中 
慶応義塾大学 １２７中 
 
 
・８月１７⽇（火） 早稲田大学定期戦 
〈リーグ戦形式〉 

ベスト４決定！ 
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女子 
関西大学  ６４中 
早稲田大学 ５４中 
 
男子 
関西大学  １１１中 
早稲田大学 １１９中 
 
 
・８月２２⽇（⽇） 男子関西学院大学定期戦 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学   １１７中 
関西学院大学 １２２中 
 
 
・８月２３⽇（月） 練習試合 対桃山学院大学 
〈リーグ戦形式〉 
男子 
関西大学   １０４中 
桃山学院大学 １２１中 
 
女子 
関西大学   ４７中 
桃山学院大学 ４９中 
 
 
・８月２８⽇（⼟） 男子甲南大学定期戦 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学 １１５中 
甲南大学 １０８中 
 
 
・８月２９⽇（⽇） 女子練習試合 対⿓谷大学 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学 ５９中 
⿓谷大学 ４６中 
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・９月１⽇（水） 男子練習試合 対京都橘大学 
〈リーグ戦形式〉 
関西大学  １０４中 
京都橘大学 １２８中 
 
 
・９月５⽇（⽇） 男子練習試合 対同志社大学 
関西大学  １２６中 
同志社大学 １０６中 
 
 
・９月１２⽇（⽇） 女子練習試合 対同志社大学 
関西大学  ７１中 
同志社大学 ４８中 
 
 
・９月１２⽇（⽇） 男子練習試合 対⽴命館大学 
関西大学  １１５中 
⽴命館大学 １３８中 
 
 
・９月１９⽇（⽇） 令和３年度男子リーグ戦第１戦 対天理大学 
関西大学 １１６中 
天理大学 １０１中 
 
 
・９月１９⽇（⽇） 令和３年度女子リーグ戦第１戦 対近畿大学 
関西大学 ６９中 
近畿大学 ４５中 
 
 
・９月２６⽇（⽇） 令和３年度女子リーグ戦第２戦 対甲南大学 
関西大学 ６４中 
甲南大学 ６０中 
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・１０月３⽇（⽇） 令和３年度男子リーグ戦第３戦 対近畿大学 
関西大学 １２５中 
近畿大学 １２１中 
 
 
・１０月１０⽇（⽇） 令和３年度男子リーグ戦第４戦 対関西学院大学 
関西大学   １１９中 
関西学院大学 １２８中 
 
 
・１０月１０⽇（⽇） 令和３年度女子リーグ戦第４戦 対関西学院大学 
関西大学   ６８中 
関西学院大学 ５９中 
 
 
・１０月１７⽇（⽇） 令和３年度男子リーグ戦第５戦 対京都橘大学 
関西大学  １２７中 
京都橘大学 １１９中 
 
 
・１０月１７⽇（⽇） 令和３年度女子リーグ戦第５戦 対大阪経済大学 
関西大学   ６７中 
大阪経済大学 ５２中 
 
 
・１０月２４⽇（⽇） 令和３年度男子リーグ戦順位決定戦 対関西学院大学、京都橘大
学 
関西大学   １１７中 
関西学院大学 １２０中 
京都橘大学  １２１中 
 
 
・１０月３１⽇（⽇） 女子関西学院大学定期戦 
〈王座形式〉 

女子一部リーグ優勝！ 

男子一部リーグ３位決定！ 
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第１試合 
優勝  関西大学 Bチーム 
準優勝 関西大学 Aチーム 
第３位 関西学院大学 Aチーム 
第４位 関西学院大学 Bチーム 
 
皆中者 角朋香（２０２１年度卒部生） 
 
第２試合 
優勝  関西大学 Aチーム 
準優勝 関西学院大学 Aチーム 
第３位 関西大学 Bチーム 
    関西学院大学 Bチーム 
 
 
・１１月７⽇（⽇） 女子練習試合 対大阪経済大学 
〈王座形式〉 
１２射１回⽬ 
第１試合 
関西大学 Aチーム   ２６中 
大阪経済大学 Aチーム ２７中 
 
第２試合 
関西大学 Bチーム   ２５中 
大阪経済大学 Bチーム ２７中 
 
１２射２回⽬ 
第１試合 
関西大学 Bチーム   ２６中 
大阪経済大学 Aチーム ３１中 
 
第２試合 
関西大学 Aチーム   ２７中 
大阪経済大学 Bチーム ２３中 
 
１２射３回⽬ 
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第１試合 
関西大学 Aチーム   ３２中 
大阪経済大学 Aチーム ２７中 
 
第２試合 
関西大学 Bチーム   ２７中 
大阪経済大学 Bチーム ２５中 
 
皆中者 植⽊鈴華（３） 
 
 
・１１月１４⽇（⽇） 女子練習試合 対甲南大学 
〈王座形式〉 
関西大学 ５３中 
甲南大学 ３７中 
 
皆中者 植⽊鈴華（３） 
 
 
・１１月２３⽇（火） 第４５回全⽇本弓道女子王座決定戦 
女子団体 決勝トーナメント 
１回戦 
関西大学  ２８中 
桜美林大学 ２３中 
 
２回戦 
関西大学 ２７中 
信州大学 １８中 
 
準決勝 
関西大学 ２５中 
四国大学 ３１中 

第３位決定！ 
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2021 年 4 月、満開の桜のもと、勧誘活動は例年のような賑わいを見せていた。昨年
の 2020年は緊急事態宣言の中、入学式すら延期されてしまったが、2021年対⾯での勧
誘活動が制限付きで許可された。不特定多数の人と部員が接してしまうため、リスクを
伴うが、あらゆる対策を⽴て、万全の体制で臨んだ。 

 
どこかいつもの日常がもう戻ったかの様な空気が世間に流れていた。  
 
そういった世間の空気が緩みにつながったのかもしれない。

4月 15日、３度⽬の緊急事態宣言が発令された。この時 5月
の頭に全国大学弓道選抜大会(以下選抜)の予選を控えていた
為、男女の試合に出るメンバーのみが活動を許可され、その
他のものは活動自粛となった。また、大阪府選手権大会(以下
府選)、四私選手権(以下四私)は中止。関西選手権大会(以下
関選)は延期となった。 
勧誘も自粛になった際のオンライン勧誘に切り替えられ、仮
入部なども zoomなどを利⽤したリモートで行われた。 
 
 

緊急事態宣言下での練習 
  
男女の選抜に出るメンバーのみが活動を許可されたため、延期になってしまった関選

メンバーを含むメンバー外全員が zoomを⽤いたオンライン練習を行った。中にはやっ
との思いで関選メンバーの座を獲得したにも関わらず、チャンスを掴めなかった事に悔
しさを隠しきれない者もいた。 
３度⽬の緊急事態宣言という事もあり、オンライン練習の実施はスムーズであった。

コロナと共存するこの環境に慣れてきており、「このような状態であっても出来ること
はある」と希望を捨てずに前を向く事ができた。「部内で決められた練習では足りない」
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と判断した部員たちは、その他の時間でも zoomを繋ぎ、自分たちにできる最大限の努
⼒と練習を行った。 
また、5月の自粛期間中には勧誘活動も続けられていた。新入生の仮入部を通して話を
する機会を設けたり、新入生に対するアプローチとして Web 上で開催ができるような
イベントを企画したり、コロナ禍に順応した勧誘活動を行っていた。 
 

5月 3日・4日には選抜予選が開催され、男子は予選で敗退してしまったが、女子は
無事に通過する事ができた。 

 

心機一転 
女子は選抜予選を通過したため、 5月 26日に一足先に練習を開始していたが、全部

員の自粛が解除され、練習が再開されたのは 6月上旬のことであった。感染症対策とし
て班を分けた練習形態ではあったものの、久しぶりの顔ぶれに皆笑顔が溢れた。 

  
6 月下旬に行われた女子選抜は一回戦敗退という結果に終わってしまった。しかし、

7月の最初にインカレが行われ、団体予選では男女ともに通過した。例年、初心者新入
生の初試合となるインカレ個人予選だが、コロナの影響で初心者への射技指導の進行度
が例年よりも遅れている関係で一回生は経験者のみの参加となった。なお、通過者は井
上氏、永森、奥野、宮本、髙平氏の五名のみであった。 

  
7月 10日・11日の記録会では、女子は髙平氏優勝、三屋氏は 3位という好成績で終

了した。当初はWi-Fiの関係で配信はされない予定であった本記録会であったが、一部
部員の熱い希望により、⼋寸的での競射から LINE電話での配信が行われ、zoomでの
試合観戦とは違う盛り上がりを見せた。一⽅男子は惜しくも上位 5名に食い込むことが
出来なかった。しかし、記録会の様子も、予定にはなかったが zoomで配信され、皆で
心をひとつに応援した。 
そして、7 月 10 日同日の午後には例年よりも遅めではあるものの、前年度よりも早い
この日に入部式が行われた。新人監督をはじめとして、新入生が無事に入部できたこと
に安堵した日である。 
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７月中旬、テストと被りながらも関選が行われた。女子 C
チーム優勝したものの、男子は全チームが予選敗退。無念の
結果となった。 
 
 
 

初の濃厚接触者 活動停止 

  
7 月下旬に安土工事のため、関大一高の弓道場をお借りして練習を行った。そして、

関一期間が終わり、新しい安土での練習が始まった。 
この頃になると、一回生も的前に出る様になり、やっと一回生が本格的に弓を引き始め
た。しかし、コロナは収まる気配を見せず、世間の状況を鑑みて、夏合宿は 2年連続の
中止となってしまった。 
そして、練習も人数制限(班別の練習)に加え「時間制限」
が設けられ、練習や指導など道場で弓道部として活動で
きる時間は 4時間とされた。各班 2～３時間の練習時間
が設けられたが、2019年以前のように夏休みを利⽤し、
たくさん練習できる機会は得られなかった。 
特にメンバーは 1 日 3 時間 40 分(班の入れ替え時間を
含む)が練習時間で、残り道場に滞在できる時間はたっ
た 20 分しか無かったが、少しでも後輩の指導を行おう
と、その 20分で他班に赴き、指導する姿もあった。 
全部員が一律に与えられた 4 時間を最大限有効活⽤す
るため、練習スピードを意識した練習が続けられた。 
  

8月上旬、グループラインにある連絡が届き、部員全員に緊張が走った。「部員に濃厚
接触者が出た」との連絡であった。すぐに部活動が停止され、当分の活動自粛が言い渡
された。 
  
男女ともにインカレ本戦を控えており、インカレメンバーには 2度の抗原検査を実施

し、幸いにも全員が陰性であったため、インカレ本戦への出場は認められたが、活動で
きるのはそのインカレメンバーのみとなってしまい、他の部員は夏休みにも関わらず活
動自粛を余儀なくされた。自粛になった部員には動揺、不安など様々な気持ちで溢れた
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が、感染症対策などを全⼒で取り組んだ結果であり、自然と誰かを責める気にはなれな
かった。 
  

8 月 11 日 12 日には名古屋の日本ガイシホールでインカレが行われた。PCR 検査を
行った上での対⾯での試合となった。この試合で男子は無念の一回戦敗退、女子はベス
ト 4の結果を残すことになった。 
名古屋に行けたのはもちろんインカレメンバーのみであり、残ってリモート観戦にて応
援していた。自分たちのみ練習を許され、試合に赴いたメンバーのプレッシャーは、想
像を遥かに上回るものだった。その緊張感はリモートの画⾯越しにも伝わってきた。 
 
 

勝負の「夏」 

  
8月下旬になっても緊急事態宣言は解除されなかったが、宣言中の中でも特定の条件

つきで活動が許可され、他班とは会えない、班を移る際は必ず検査を行ってからの移動
とするなど、徹底した感染対策の元で活動が再開された。また、食堂などでも原則他班
の部員と会うことは禁止されていたため、直接会う機会が偶然あったとしても、かなり
離れた距離(10mほど)をとって挨拶しなければならなかった。 
練習試合が続いた夏、女子は東京三校定期戦ではどの試合も大差を付けて全勝し、順調
に勝利を重ねていた。一⽅で、男子はなかなか上手くいかず、メンバーミーティングは
常にピリついた空気となっていた。 
「勝ちたい」と思うほど、メンバーミーティングの空気は重いものになっていったので
ある。 
  
刻一刻と迫るリーグ期間。特に男子は自分たちの弱点を論理的に分析するため、「ロ

ジックツリー」を活⽤してミーティングを行ったり、その場の緊張や不安の中でも同じ
射を再現し続けるために「やりきるリスト」の作成をしたりするなど、様々な工夫を行
ってリーグ戦に備えていた。 
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リーグ戦 
厳重なコロナ対策がなされる中、メンバー練習の配信などが夏から続けられており、

感動を共有するという本部活の⽬的が果たされるようにできる限りのことをして挑ん
だリーグ戦。 
9月 19日よりリーグ戦第 1戦⽬、男子の天理大学戦、女
子の近畿大学戦が行われた。どちらも勝利に終わり、リ
ーグ戦 1 戦⽬としては好調の滑り出しをしたが、依然と
してコロナの脅威は続いており、メンバーとメンバー外
という班分けは続けられた。 
9 月 21 日より秋学期の授業が開始されたがオンライン授業が多く、食事の際の距離制
限、メンバーとの接触不可など、厳重なコロナ対策が続けられた。 
9 月 26 日には女子のリーグ戦第２戦、対甲南大学戦が行われた。4 ⽴⽬で全員が皆中
するなど、関大が全体的にリードしたまま勝利した。そして女子はそのまま 10月 10日
の対関西学院大学戦、10月 17日の対大阪経済大学戦にも大きく差をつけて勝利し一部
リーグを優勝、王座へと駒を進めた。  
一⽅男子は、10 月 3 日に対近畿大学戦が行われ、一進一退の接戦の中無事に勝利した
が、10月 10日の対関西学院大学戦では差をつけられたまま敗北してしまう。10月 17
日の対京都橘大学戦では最終⽴ちで大きく差をつけて勝利した。そして迎えた順位決定
戦、関西学院大学・京都橘大学との三つ巴戦となった。しかし 3校中的中が最下位の結
果となってしまい、一部リーグ第三位として今シーズンを終えた。 
「日本一になるため」と、志を一つにし、一切の妥協を許さない練習を耐え抜いてきた
のは事実だった。しかし、関大 117中-関学 120中-京橘 121中と、関西の頂にはあと一
歩及ばなかった。 
 
先輩たちの涙に私達もやるせなさを覚え、志を一つにして次のリーグ戦でのリベンジ

と王座優勝という⽬標を達成することを誓った。 
 

 11月 13日には大阪府連冬季審査が行われ、一回生の初めての初段
審査が行われた。入部した頃からコロナ禍の影響を受け、特に初期は
オンラインでの指導のみであり、例年に⽐べ練習が困難な中での審査
会であったが、8名が無事に初段を取得することが出来た。落ちてし
まった者も多くいたが、切り替えて近く開催される悠久杯(部内戦)に
向けて頑張ること、3月の審査会に向けて精進することを決意した。 
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王座 
学園祭はオンラインで行われた。部員の中には「いつ学園祭があったんですか！？」

と言う者もおり、例年並みの盛り上がりはなく、いつの間にか終わっていた。 
 
女子の団体が王座に出場したものの、例年のように全員で応援に

行くことはコロナの影響でできず、出場メンバーと幹部のみが現地
に赴いた。応援は正規練習を中断して行われ、現地には行けなかっ
た分を道場から心を一つにして皆で応援した。 
試合当日、一戦⽬、二戦⽬を順調に勝利し、続く準決勝の対四国

大学戦。 
大落の髙平氏の最後の一本を迎えた時、もうすでに勝負は着いてし
まっていた。既に 7中の差が出来ていたのだ。応援していた者はその事実をリアルタイ
ムで知ってしまっており、重たい沈黙の中、最後の一射を見守った。決して勝敗を分け
る一本ではなかったが、王座での最後の一本。髙平氏の 4 本⽬の会はなんと「36 秒」。
「気迫」や「執念」、「最後の最後まで決して諦めない志」が画⾯越しでも伝わってきた。
ベスト 4と悔しい結果ではあったが、やり切ってくれた女子王座メンバーへの感謝の気
持ちが溢れ、応援にて道場に残った部員にも、不思議と下を向く者はいなかった。それ
ほど女子王座メンバーの残してくれたものは大きかった。 

 
そして東西対抗戦には女子からは個人的中 1 位の植⽊と 5 位の三屋氏、男子からは

個人的中同率 5位から冨田氏が出場した。こちらも詳しくは本誌の東西対抗戦のページ
を見ていただきたいが、結果は男女ともに西軍の勝利に終わり、現地での応援ができな
かったことが⾮常に悔やまれた試合であった。道場に残った部員たちも正規練習の合間
であったが応援に参加した。一致団結して戦った試合であった。 

 

悠久杯 
王座終了後、班分けは解除され、しばらく会っていな

かった部員とも会えるようになった。「久しぶり！」と盛
り上がる場⾯も頻繁に見られた。11月 27日・28日に開
催される悠久杯に向けて部員たちは⽬標を⽴て、人数制
限もある中練習に励んだ。道場の人数はいつもいっぱい
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になっていて、練習時間の枠を争っていたため、練習時間のコマ数の多い人は名前を入
れても外されるということもしばしば起きた。 
そして訪れた 11 月 27 日・28 日の悠久杯。大会の詳細は
本誌の部内戦を見ていただきたい。この試合で特筆すべき
点は、初心者の一回生が頑張りを見せ、個人戦がかなり白
熱した試合になった点、28 日に入部式以来で初めて全部
員が揃ったという点だろう。コロナの脅威が収まっている
とは言えない状況ではあったものの、令和三年度の最後の
最後で全員が揃う機会ができたということは喜ばしいことであった。 
 

オフ期間 
悠久杯が終わった後の 11月 30日に大掃除を行い、12月からオフシーズンに入った。

人数制限は変わらずありながらも、それぞれ⽬標を⽴てて、新シーズンに向けて新たな
一歩を踏み出した。 
二回生、三回生は運営代ミーティングをしながらのオフシーズンであったが、一回生は
練習に思う存分打ち込める成長する大事なオフシーズンである。人数制限の中ではあっ
たが、より多く引けるように各々が努⼒した。 
 
そして昨年度はコロナの影響で中止となってしまった三

十三間堂大的全国大会の代替試合として、1月 15日に昨年
度成人向けの第 71回三十三間堂大的全国大会が開催され、
男子の部で我が部の髙橋が優勝した。また、翌日 1月 16日
には本年度の第 72 回三十三間堂大的全国大会が開催され
た。 

どちらの大会も人数が例年の半分に制限された大会
にはなったが、成人という人生の節⽬として大きな意
味を持った大会だった。特に昨年度は
成人の年に中止になってしまったた
め、もう参加する機会がないのではな
いかという不安があり、落胆している
部員が多かった。本年にこのような機
会をいただけたこと、そして本年度の

試合も制限があるとはいえ無事に開催され、参加できたことに感謝をしている。 
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2 月からは新シーズンが始まり、新人戦に向けた練習形態となった。例年行ってい
た春合宿はまたもコロナウイルス感染拡大の影響で中止となってしまった。新人戦に向
けて感染症対策として班分けでの練習となり、各々が制限時間のある中練習に励んだ。 
2 月 13 日に幹部交代式・役職承認式を行い、令和４年度の新体制の弓道部がスタート
した。 

 
そして、2 月 26 日に部内審査という取り組みを始めた。一・二回生の射技を幹部が

中心となって点数化していく。これによって自分の射技の⽴ち位置が明確となり、今自
分は何を直すべきかを新人監督や二回生監督と考える一つの指標となった。 
 

卒部式 
 

3月 13日、その日は午前に練習試合が行われ、
⼣⽅から吹田のメイシアターにて卒部式が執り
行われた。昨年同様に飲食はなく、卒部式後も現
役生と卒部生の交流がほとんど出来なかった
が、無事に終えることが出来た。そして翌日の 3
月 14日に行われた卒業記念射会。道場の人数の
関係で卒部生の一手行射は ZOOM での配信と
なったが、記念撮影は全部員揃って行った。卒部
式で交流がなかった分、卒部生と現役生は最後に部員として集まって思い思いに語り合
い、それぞれが新しい一歩を踏み出す節⽬の日となった。 
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初の自粛から 2年・・・ 
3月からは新人戦に向けた練習試合が始まり、2月に予定されていた対近畿大学の練

習試合が 3月 2日に行われた。この練習試合では第一試合、第二試合共に敗北の結果で
終わってしまった。続く 3月 16日の四私新人リーグ戦では、同志社大学でコロナの陽
性者が出てしまったため、対⽴命館大学戦となった。しかしこの試合でも３中差でまた
も敗北してしまった。 
これらの敗北を教訓として、部員それぞれが練習に励み、新人戦の本番を迎えた。関

大はシード枠としての出場となったため、第二戦⽬から参戦。3 月 27 日の新人戦・第
二戦対甲南女子大学戦、4月 3日の新人戦第三戦・対佛教大学戦を順調に勝利していっ
た。特に対佛教大学戦では 2 ⽴⽬では全員が皆中という快挙を達成し、道場だけでな
く、zoomで観戦していた部員たちも大いに盛り上がった。そして、4月 10日の新人戦
ブロック内決勝対大阪経済大学戦も３中差で無事に勝利した。 

4 月 17 日の新人戦決勝・対関西学院大学・対⽴命館大学戦が訪れる。途中リードを
許してしまうが、持ち前の粘り強さを発揮し、3⽴⽬から⽴て直し 98中を出して勝利、
新人戦優勝を勝ち取り、奥野が 20射皆中を達成した。 

 
また、今年の 4月からは対⾯での勧誘活動が行われ、正規練習も授業の再開と同時に

元の形態に戻された。特に、勧誘活動では積極的に新入生に道場に来てもらい、部全体
で新入生を歓迎した。そして、練習の要となる時間外練習も 30人から 40人、そして 4
月 26日には人数制限の撤廃と、どんどんと規制が緩和されていった。外食の制限は 12
月中旬に一時的に緩和されたものの、すぐに再度規制が成された為部員たちは外食に行
けない状態が長らく続いていた。4 月 16 日に外食に行くことが制限付きではあるが許
可されたことで部員たちが関大前のラーメン屋などの飲食店に同期とだったり後輩・先
輩だったりと一緒に行く、コロナ禍以前の様子が少しずつ戻ってきた。試合も 5月から
は他大学との対⾯での試合も再開し、zoom 観
戦ではなく、全員がその場でチームを応援でき
るようになった。 
まだコロナの脅威は続いているが、2 年以上

が経過した今、世情に合わせて私達も徐々にあ
の頃の関大弓道部を取り戻しつつある。 
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2021年  
第 69回 全⽇本学⽣弓道選⼿権⼤会 男子団体 
第 52回 全⽇本学⽣弓道遠的選⼿権⼤会 

 
 
 
 
 
 2021年 8月 11⽇、名古屋の⽇本ガイシホールに於いて、第 69回全⽇本学⽣弓道選⼿
権⼤会 男子団体が開催されました。昨年度は新型コロナウイルスの影響により、オンラ
インでの開催であったため、今年は⼆年ぶりの対⾯試合となりました。と言っても部員全
員が応援に駆けつけることは叶わず、選⼿と他数名が現地へ。残りの部員は、画⾯の向こ
うから勝利を念じていました。また本戦に先⽴ち、7月 3⽇に行われた予選で、関⼤は 
20射 18中と好成績を収めたので、シード権を獲得、⼆回戦からの参加でした。 
 満を持して迎えた初戦。相⼿は慶應義塾⼤学。結果は  

関⻄⼤学 ×14―18○ 慶応義塾⼤学  
関⼤男子のインカレ 2021は、10分と経たないうちに、あっけなく終わってしまいまし

た。 
応援の⼈は公式 YouTubeの配信を見ていました。思えば射位に⼊るときから、勝負は

決まっていたのかもしれません。向こうの⽅は動きが揃って見えました。射技と的中だけ
が弓道ではないと、教えられた気がしました。アリーナは音が響きました。タリもヌケも
同じように聞こえたので、選⼿が離れてすぐは的中がわからず、喜んでいいのかどうかわ
からずで、終始モヤモヤしていました。画⾯に映し出されるのは、段々×が増えていく関
⼤と、○ばかりの相⼿の的中表。途中で負けが確定してしまったときのなんともいえない
敗北感。悔しさで胸がいっぱいでした。 
 
以下、応援およびメンバーのコメントです。 
※コメントはリーグ戦以前に頂いております。 
福⽥建（⼆） 
メンバーの射を見て、関⼤の名前を背負って引く姿は 
あんなにも⼤きく見えるのかと思った。自分も関⼤の名に恥じぬ選⼿になりたい。 
 
森本修一（三） 
今回、私は自宅からの観戦と言うことで、代表の選⼿の皆さんが引いているのをみて、やは
り直接見たい、そして自分もあんな舞台で引きたい、と観戦中ずっと感じておりました。 
 
清⽔亮（四） 
開催も危ぶまれる中、無事参加できた事には感謝ですが、全国の選⼿たちを前に自分たちの
現状を突きつけられました。 
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坪⽥⻯司（四） 
対⾯の試合は久しぶりで、オンラインでの応援でしたが、その緊張感は伝わってきまし

た。対⾯形式で物怖じしない様に、より一層厳しい練習をしていかなければいけないと感

じました。 

塩見潤⼈（2021年度卒） 
男子インカレ決勝⼆回戦、対慶應義塾戦は応援の⽴場ながら⾮常に緊張しながらメンバー

の引く姿と相⼿校の的中を見ていました。そして、数分という短い時間ですぐに勝負は終

わりました。シンプルに関⼤が負けた事と自分がインカレ団体に出る事無く 4年間が終わ

ってしまったという⼆つのことに悔しく思いました。ですがまだ全国優勝する道は残され

ているので、この悔しさをリーグ戦に出て王座への道を勝ち取る為の原動⼒に変えて邁進

して行く所存です。 

 

⼤前 中⻄啓（2021年度卒） 
自分はまだまだ全国レベルでは通⽤しないんだ

と思い知らされた⼤会でした。皆中が求められる
⽴ち位置であったし、それに応えられる自信は持
っていたが、本番は全く⼒を発揮できず凄まじい
無⼒感を味わいました。⼤前で半⽮はねぇよ。射
の質が全国上位の選⼿達に⽐べ恥ずかしいほどに

劣っていた、これに尽きます。その差を間近で体感できたことがせめてもの収穫でした。そ
れでも 4 回⽣にして最初で最後のアリーナ団体戦を経験させてくれたチームメイト、環境
を整えてくださった⽅々には本当に感謝していますし、自分らしい射で絶対にリーグ・王座
で借りを返すので引き続き応援よろしくお願いします。 
 
弐的 佐々⽊⼤河（⼆） 
今年のインカレは対⾯で開催され久しぶりの対

⾯試合ということもあり、とても緊張しました。
また、自分たちの実⼒が全国レベルには届かず、
思うような結果を残すことは出来ませんでした。 
全国という舞台で弓を引けたことはとても良い経
験となりましたが、その反⾯、全国で勝ち進んで
行くことの厳しさを痛感し、今自分に⾜りてない⼒や克服すべき課題を発見することがで
きました。全ての課題を克服し、来年こそは優勝できるように⽇々稽古に精進します。
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中 國⽶雄太（三） 
アリーナという普段は弓を引けない舞台で試合をしたと
いう経験は自分をさらに成⻑させてくれたと実感していま
す。私は⼈⽣で一番緊張しているなと自覚しながら会場の
控えに座っていました。引いている最中は自分ができるこ
とを精一杯やり切ることしか考えていなかったのですが、
終わってみると楽しかった、もう一度あの舞台で引きたい
という気持ちが湧き⽴ち、悔しい思いと共に来年必ずリベ
ンジすると⼼に誓った思い出に残る団体戦でした。一ヶ月
以上経った今でもあの場で引いた記憶は鮮明に覚えていま
す。そして、弓道の魅⼒を改めて肌で感じることができた⼤
会でした。 

 
 

落前 冨⽥涼太（2021年度副将） 
今年のインカレは対⾯開催でアリーナ
での試合となりました。久しぶりのアリー
ナで、普段のオンラインの試合とはまた違
う緊張感の中、全⼒で引かせていただきま
した。試合では自分は落前を任せてもらい、
皆中する事ができましたが、チームは初戦
敗退。課題が残る結果となりました。 
私自⾝、最後のインカレで、コロナ禍で

中々対⾯の試合が出来ない情勢の中、アリーナで引かせていただき、本当に幸せでした。 
応援ありがとうございました。 
 
落 井上裕⽂（2021年度主将） 
全⽇本選⼿権が対⾯で開催されること

になり、コロナ禍のなか関⼤弓道部を代表
する選⼿全員が自信を持って名古屋へ行
けるように御支援くださった OB・OG の
皆様、誠に有難う御座います。  
 今回のインカレ遠征は、出発前に 2 度
PCR検査を行い、公共交通機関を利⽤する
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際は乗り降りの際にこまめにアルコールで⼿指を消毒し、荷物も除菌シートで消毒。  
1⼈一部屋、⾷事は個⼈で調達し自室で 1⼈で⾷べる。一回⽣の時に経験した遠征とは全く
の別物でした。  
 私は、⽇々の練習で、前の 4⼈、控えの 3⼈には厳しい言葉をかけ続けてきました。自分
がチームを支えないといけない。苦しい場⾯で踏ん張り、関⼤の⼤落として意地を見せない
といけないにも関わらず、今⼤会、不甲斐ない結果を残しました。四ツ⽮一中。本座に帰っ
てきた時、はじめて、慶応義塾⼤学に⼤敗したことに気付きました。  
コロナ禍で、部員の練習は平等ではなく、メンバー練習の時間が優先されているにも関わら
ず、自分が意地を見せられなかったことがとても情けなく悔しかった。  
インカレ前、覚悟を持って、高い質で、量をこなす練習しておけばと、後悔してもしきれま
せん。  
 新型コロナウイルスが猛威を振るうようになってから、当たり前のように朝から晩まで
練習できていた、これまでが、どれだけ貴重だったのかを改めて実感させられました。  
後輩達もこれからコロナと共存していく中で、また緊急事態宣言などで部活が自粛になっ
たり、活動時間に制限がかかったりと不自由が続くと思いますが、短い時間でもできること
はたくさんあります。  
僕達の代が男⼥共に獲れなかった⽇本一を、来年度、後輩達が必ず獲ってくれると信じてい
ます。 
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 8月 13⽇には、第 59回全⽇本学⽣弓道遠的選⼿権⼤会が行われました。 
⼊賞とはなりませんでしたが、以下出場選⼿のコメントです。 
 

 
菅野竣介（四） 
私は今回の名古屋インカレが⼈⽣初の遠征でした。
私はインカレの団体本戦に出場することが出来ずとて
も悔しい思いをしながら名古屋に滞在していました。
その思いを晴らすべく遠的に臨みました。その結果 1次
予選を通過することができ一安⼼していました。しか
し 2 次予選で 2 本あてないといけない場⾯で 2 本⽬に
抜いてしまい、あと少しの所で決勝トーナメントに出
場することは叶いませんでした。正にここが今の自分
の一番弱い部分だと思います。あと少しでリーグ戦が
始まります。なんとしてもこのリーグ戦で自分の弱さ
と向き合い、打ち勝てる自分になろうと思います。 

 
 
 
 
冨⽥涼太（2021年度副将） 
今年の男子遠的に出場させてもらいました。 
全⽇本レベルの遠的⼤会に出るのは初めてでした。
個⼈戦ではありますが、関⼤の代表として全⼒でや
らせていただきました。最初で最後の全⽇男子遠的
⼤会となり、貴重な経験をさせていただきました。今
年度、男子遠的は関⼤から⼊賞者を出す事はできま
せんでした。私はこれが最後の遠的⼤会となります
ので、男子遠的の⼊賞は後輩達に託したいと思いま
す。 
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第 69回全⽇本学⽣弓道選手権⼤会 

～女子団体戦・個⼈戦～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021年８月 11⽇（⽔）から 13⽇（金）の３⽇間、近的は⽇本ガイシホール、遠的は愛知県武道館に於いて第 69回全⽇
本学⽣弓道選手権⼤会（インカレ）が行われました。本学からは植⽊鈴華（三）、三屋莉歌（2021年度副将）、髙平愛花（2021
年度卒）が女子団体で出場し、ベスト４を収めました。個⼈戦では奥野早紀（四）、宮本紗衣（四）、髙平が出場、遠的には
三屋、角朋香（2021年度卒）、奥野が出場しました。24校のも⼤学が集まるアリ―ナという広い空間で緊張感が広がる中、
２回戦第１試合⽬を迎えた本学は、植⽊が１本⽬を抜いてしまうも、森千都歩(2021 年度主将)の声掛けにより気持ちを切
り替え、残り３本を落ち着いた表情で中てました。三屋は１試合⽬からいつもの安定した射で緊張が高まるも皆中し良いス
タートをきりました。髙平も１本⽬から安定した射を見せ、２本⽬で崩れるも３、４本⽬は体制を整え３中を出すことがで
き、全員で 10中にとどまり３回戦進出となりました。３回戦第 2試合⽬も迎えた本学は、相手の弦音が聞こえる中、１本
⽬は全員が中て、植⽊は順調に皆中し、三屋が２本⽬、３本⽬と連続で抜いてしまうも最後の１本は⼼を落ち着かせて中て
ることが出来ました。髙平は連続で３本当てるも惜しくも１本抜いてしまいましたが、相手と４本の差を広げ準決勝進出が
決定しました。試合が始まるまでの時間も相手との的中結果も聞こえ、焦りや緊張など画⾯越しで応援している⼈にも伝わ
る中、選手は円陣でチーム一丸となり試合に臨みました。そして迎える準決勝では、対四国⼤で負けるわけにはいかない戦
いの中、三屋と髙平が落ち着いた安定した射で皆中を果たし、順調に勝ち進んできたが、１本差で惜しくも決勝進出への道
は閉ざされました。悔しいながらも気持ちを切り替え３位決定戦に臨む本学であるが、髙平が調子を崩し、森の声掛けがあ
ったものの体制を整えることができず皆落に終わってしまいました。最終的に本学はベスト４となりました。 
 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆＜ 女子団体戦 ＞◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ダイヤ 

こんにちは。女子副将の三屋です。4回⽣にもなって初のアリーナでの全国⼤会、
緊張でずっと吐きそうでした。顔にも不安と書いてあり、朝からチームの皆と監督
にずっと⼼配されました。しかし、アリーナに⼊り控えの椅子に座ると「ついに憧
れていたこの場所に⽴っているのか！」という想いに溢れ、試合前なのにワクワク
が止まりませんでした。迎えた初戦は緊張で弓を引いている感覚は全くなく、フワ
フワしながらやりきると皆中しました。肝⼼の 3 位決定戦では 2 中。あれだけ皆
中でないと意味が無いと分かっていながらこの結果。未熟者、ポンコツ野郎としか
言いようがありません。 今回の⼤会で、関⼤弓道部はそれはもう沢山の⽅々に支
えていただいていることを感じ、結果でお返ししたいと強く思っていました。だか
らこそ、3位決定戦で上手くいかなかった自分が本当に腹⽴たしい。勝って終わり
たかったです。また、全国に通⽤するチームになったと思っていたので悔しかった
です。来年、後輩が笑ってインカレを終えられるように残せるものは残します。 
 
 

三屋莉歌（2021年度副将） 

 

今回のアリーナでの対⾯試合はとてもいい経験が出来ました。コロナ禍で試
合はリモートばかり、この対⾯試合ではいつもと違うドキドキ感がありまし
た。いつも通りすれば勝てる、そう信じて戦い勝ち進んで行けたことすごく
嬉しかったです。けどやっぱり、せめてあと 1 本私が中ててればという後悔
がすごくあります。弓道の団体戦、自分の 1本はチームの 1本。私はまだま
だ発展途上でもっと頑張らないといけないなと思いました。応援してくださ
った皆さんありがとうございました、来年こそはインカレで優勝します！ 

植⽊鈴華（三）  
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当⽇は団体戦決勝トーナメントが終了し、休む間もなく個⼈戦が始まりました。 
3位決定戦で⼤失敗し、「個⼈で何とかして関⻄⼤学の名を⼊賞させるんだ。」と思い挑みましたが、叶うことなく終わ
ってしまいました。 
うまく気持ちを切り替えたつもりでも切り替えられていなかったのだと思います。 
ここ 2年インカレの個⼈戦本戦は台⾵やコロナ禍の影響で行われていませんでした。コロナ禍が完全におさまっていな
い状況の中でも今回試合をすることができ、私が⼤学弓道をする上で掲げていた⽬標の 1つである全国個⼈優勝を、最
後の年でチャレンジさせてもらえた事にとても感謝しています。 
団体とはまた違った少し違った緊張感を感じました。個⼈戦でも悔しい結果でしたが、抜いたら負け、中て続けたら必
ず勝つ、という弓道の楽しさを改めて感じる事のできた試合でした。 

宮本紗衣（四）  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

髙平愛花（2021年度卒） 

 

初めてのアリーナで招集時間までずっと緊張していましたが、いざアリーナに⼊ってみるとワクワクと楽しさで溢れて
いました。調子は良かったものの、私のインカレはたったの 2本で終わってしまいました。抜いた 2本⽬の光景はいま
でも覚えています。 
インカレ前の試合形式の練習ではどれだけあてようと絶対に先発の⽴には⼊れない団体メンバー外の 6⼈⽬の苦しさも
経験できたり、自分の世界が一気に広がるきっかけの試合でした。 
開催前から本当に多くの⼈の協⼒があって⾛り抜けた⼤会で、何も持って帰ってこられなかったことが本当に悔しいで
す。来年は優勝を勝ち取ってきます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆＜ 個⼈戦 ＞◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆＜ 遠的 ＞◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

やるからには結果を残したいと思い、近的の練習をしながら遠
的の練習にも⼒を⼊れていました。また、近的では試合に出て
的中でチームに貢献することが出来なかったため、遠的で結果
を出してリベンジしたいと思っていました。だからこそ、不甲
斐ない結果に終わってしまったことが悔しいです。 

新型コロナウイルス感染拡⼤により、緊急事態宣
言が発令されている地域のある中、対⾯で試合を
開催してくださり、本当にいい経験をすることが
できました。前⽇にあった個⼈戦では、自分の⼒を
発揮しきれずに負けてしまったので、勝ってやる
というやる気に満ち溢れていました。そんな私で
すが、高校時代、とても遠的が苦手でした。とても
不安でしたが、遠的練習に行った万博公園弓道場
で出会った⽅に遠的のことを教えてもらい、１次
予選では一手皆中して通過することができまし
た。２次予選ではうまくいかず通過できませんで
したが、来年もう一度チャンスがあれば、リベンジ
したいと思います。 

奥野早紀（四）  

角朋香（2021年度卒） 
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私は 1 回生の頃、記録会は通常の試合 20 本の倍である 40 本⽮を引く事から「心·技·
体」が詰まった己を試す他にない試合だと思った事を覚えています。 
その頃から記録会に出場したいとずっと思っており、4 回生である今年代表として出場
させて頂くことができ、優勝する事ができてとても嬉しいです。 
40 本引き切ると私の他にもう 1 人 35 中の選手が他校におり、射詰め競射になりまし
た。競射をする事が決まると「絶対優勝する。」と闘志が湧きました。 

１巡⽬ 髙平【大前】  三屋【大落】     ２巡⽬             １位 関西大学   髙平愛花 35 中 
１⽴⽬   ２   ―   ２        皆中   ―   ３     ２位 大阪経済大学 吉田優香  35 中 
２⽴⽬   皆中  ―   皆中       皆中   ―   皆中    
３⽴⽬   皆中  ―   皆中      皆中   ―   皆中 
４⽴⽬   皆中  ―   ３        ３    ―   皆中 
５⽴⽬   ２   ―   皆中      皆中   ―   ２ 
合計    16 中      17 中      19 中       17 中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈記録会〉～40 射会～ 

 

髙平愛花（2021 年度卒） 

こんにちは！女子副将の三屋です。今回の弓陵便において「お前何回出てくんねん」と思
われると思いますがお読み頂ければ幸いです。  
さて、今年度の 40 射会において関西で 3 番⽬の女になることが出来ました。20 射 17 中
を 2 回の 34 中、数字の出し方は悪くはありませんがこの結果は本当に悔しいものでした。  

三屋莉歌（2021 年度副将） 

高校生の時はポンコツで下手くそ射手、予選すら通過したことはありませんでしたが「弓道でトロフィーを絶対取ってやる」
と思い、入部した私の夢はやっと叶いました。4 回生のギリギリで悔しくも栄えある 3 位(自分で言うのもなんですが)を獲
得できたことは私にとって価値あるものです。努⼒は裏切らないことを証明できたと思います。 
 
 

なぜなら、40 射を引ききる最後の 4 本で私が 2 中を出し 1 位になった髙平は皆中、この
4 本で勝負が決まったからです。己の詰めの甘さ、射の再現性の無さ、残りの体⼒で的に
ねじ込めない情けない自分に打ちひしがれました。  
 

2021 年７月 10 日（土）に本学に於いて女子記録会が行われました。本学からは髙平愛花（2021 年度卒）と三屋莉歌（2021
年度卒）が代表として出場しました。団体戦とは違い、道場には２人のみの静かな空間の中、自身の体⼒と精神⼒そして
技術⼒を知る試合であり、実⼒を見せることが出来る記録会で全 40 射中三屋が 34 中で３位、髙平が 35 中を出し見事優
勝しました。 

高的中を維持できるようになってから、毎日一本の重みが身体にのしかかりますが、この日の 1 本は今でも思い出されま
す。なぜ 100%になれないのか、隙のできる自分に嫌気がさす時もありますが最高の 1 本の快感の為に練習は怠れません。  
 

競射は小的になるまで続き、小的 2 本⽬で優勝が確定しました。試合中は緊張しながらも冷静でした。オンライン開催で道
場に入る人数制限もあったため、幹部と猪尾監督に見守られながら行われました。関大の代表として優勝する事はでき、関
大に新たな風を吹かせられた試合だったと思っています。 
 

3 位 関西学院大学 吉野裕賀 34 中 
3 位 関西大学   三屋莉歌 34 中 
5 位 近畿大学   西川侑季 33 中 
5 位 関西学院大学 葛城実由 33 中 
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令和３年度、７月２５⽇（⽇）に本学に於いて行われた第 65 回関⻄学生弓道選手権⼤会女子団体において、関⻄⼤学 C
チームが 16 年ぶりに優勝を収めました。本校から C チームは宮本紗衣（四）、小原沙輝（三）、奥野早紀（四）が出場し
ました。試合前には「自分のやるべきことだけ集中してやり切って、そしたら結果はおのずと付いてくる」と円陣で声掛
けをしてから試合に臨んでいきました。四ツ⽮の第一回戦では宮本が２中、小原が３中、そして奥野が皆中と惜しくも 10
中にとどまることは出来なかったが相手は８中、メンバー内でも互いを支え合い 9 中にとどまることが出来ました。⼆回
戦では相手が 6 中、宮本と奥野が皆中し、小原も３中を出して、３人で 12 射中 11 中と好的中を見せ相手と 5 本の差を
広げました。準決勝では奥野が２中を出してしまうも小原が３中、宮本が皆中し９中となりましたが、相手も９中となり
競射となりました。一手競射では全員が皆中し相手は４中と決勝戦進出が決まりました。決勝戦では奥野が皆中、宮本と
小原も３中を出し、チームで 10 中となり相手は９中で本学 C チームが優勝をつかみ取りました。 

この度関⻄選手権で優勝させて頂くことができました！ 
16 年ぶりの優勝ということで関⼤弓道部の歴史を少しでも動かせたこと
が本当に嬉しいです！ 
関選を通して、個人やチームの課題と向き合いそれを本番で活かす⼒や、
試合中の心の持ちようや考え⽅、チームで勝ち上がっていく楽しさを経験
し、学ぶことができました。 
たくさんの応援や祝福を頂き本当に⼒になりましたし、自分たちはこんな
にも多くの⽅々に支えられているからこそ今があるのだと実感しました。 
この結果で満⾜せず関選での経験を活かし、これからも成⻑し続けられる
よう練習に励みます！！ 

小原沙輝（三）【 落前 】 

この試合で一番印象に残っているのは決勝の初⽮です。初戦の初⽮と⽮所
が同じでした。ただ違うのは初戦はヌケで決勝はタリだったことです。判付
け泣かせの⽮所で、どっち？と不安と焦りを見せる私に介添をしてくださ
った女子主将の森さんは「あたってるから⼤丈夫だよ」と言ってくださり、
おかげでその後も落ち着いて引くことができました。試合後「あれ実はわか
らなかったの笑」と言われて、あれはタリであれという願いと執念がこもっ
た一本だったのかなと思っています。 
前⽇にヒロインになってこいと言われて本当にヒロインになれて驚きと嬉
しさでいっぱいです。衝撃の公式戦デビュー戦になりました。 

宮本紗衣（四）【 ⼤前 】 
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私は C チームの落ちとして関⻄選手権に出場させていただきま
した。新型コロナウイルスの感染拡⼤が終息しない中で開催して
くださったことに本当に感謝しています。 
C チームは、試合経験がほとんどないメンバーで構成されてお
り、的中も⽇替わりでお世辞にも優勝を狙えるとは簡単に言えな
いチームでした。ですが、円陣の時に合言葉のように“今やるこ
とを全⼒でやろう、できること、やるべきことに集中しよう”と
言い続けた結果、予選から⼒を出し切れ、競射にも動じず、決勝
でも集中して１０中を出し優勝することができました。関⼤女子
は関選と相性が悪く、予選も通過できない状態が続いていました
が、新たな歴史を作ることができ本当に良かったです。 
来年は最後の年、できたら対⾯で、もう一度トロフィーを掲げた
いと思います。 

奥野早紀（四）【 ⼤落 】 

〈応援コメント〉 
森千都歩（2021 年度主将） 

決勝当⽇、3 人はプレッシャーに負けず、やるべきことに集中できるようお互いに声を掛けあいながら試合に挑んで
いました。あの優勝で「さらに⼤きな感動をみんなで共有したい」と思うようになり、勝利はチームを強くすると教
えてくれた 3 人に感謝しています。 

月浦愛⾥（2021 年度主務） 

優勝が決定し、嬉しさで胸がいっぱいになりました。予選の悔しさを超えて、C チームの努⼒がもたらしたこの優勝
が、関⼤女子の誇りと自信になったと思っています。 

橋⽖詩織（2021 年度卒） 

画⾯越しからでも伝わってくる緊張感の中、最後の 1 本まで諦めることなく戦ってくれた後輩たちに感動しました。 

伊藤未麗（2021 年度卒） 

オンラインでの応援はもう、去年に続いて何度も体験していたことですが、やはりこの⼤会は個人的に思い⼊れがあ
ったのでもっと近いところで応援したいなと感じました。でも、この結果は本当に素晴らしいと思います！！オンラ
インで応援していても感動してしまう展開でした！！ 

原杏奈（四） 
私は春休みに宮本と同じ班で練習していました。練習している時は、同じ初心者ということもあってよく射について
いろいろな相談にのってもらっていました。その宮本が選手権でひくことになって自分のことのようにうれしかっ
たです。最初からドキドキしながら見ていて最後にはもうほとんど心臓が出そうでした。私も追いつけるように精進
します。 



 

 
  
【９月１９⽇ 第１戦 対天理⼤学戦】 

 
関⻄⼤学 ○１１６―１０１× 天理⼤学 

緊張の第１戦。新型コロナウイルスの影響により
オンラインでの開催でした。本学の勝利となりま
したが、練習通りの射技や的中を出し切ることは
できず、次の試合へ課題を残す結果となりまし
た。 

２０２１ 関西学生⼸道男子 1 部リーグ戦 

【１０月３⽇ 第２戦 対近畿⼤学戦】 
 

関⻄⼤学 ○１２５―１２１× 近畿⼤学 

初戦に続き⽩星を掴み取りたい第２戦。互いに譲
らず、まさにシーソーゲームでした。４⽴⽬終了
時点では２中差で負けていたものの最終⽴で巻き
返し、4 中差で接戦を制しました。 

関⻄⼤学 天理⼤学
壱⽴⽬ 25 21
弐⽴⽬ 25 21
参⽴⽬ 21 18
四⽴⽬ 22 23
伍⽴⽬ 23 18
合計 116 101

関⻄⼤学 近畿⼤学
壱⽴⽬ 24 25
弐⽴⽬ 28 25
参⽴⽬ 25 26
四⽴⽬ 24 27
伍⽴⽬ 24 18
合計 125 121

写真提供：関⼤スポーツ編集局 



 

 
  

【１０月１０⽇ 第３戦 対関⻄学院⼤学戦】 
 

関⻄⼤学 ×１１９―１２８○ 関⻄学院⼤学 
 

勝てばリーグ優勝に⼤⼿をかける第３戦。初⽴で
の崩れから完全に相⼿に流れを持っていかれてし
まい、⼒強く粘った⽴もありましたが⼤きな差を
つけて今季リーグ初黒星を喫しました。個⼈の活
躍は⽬⽴ったものの、的中の「つながり」を欠い
た試合になりました。 

【１０月１７⽇ 第４戦 対京都橘⼤学戦】 
 

関⻄⼤学 ○１２７―１１９× 京都橘⼤学 

絶対に負けられない第４戦。他⼤学の勝敗により
優勝へのチャンスが巡ってきた本学は、緊張した
場⾯で「いつも通り」を出すことを意識して調整
し、試合当⽇を迎えました。同中で迎えた最終⽴
では、「いつも通り」を出して前⽴、後⽴ともに
１４中という好的中となり、勝利を掴みました。 

【１０月２４⽇ 順位決定戦 対関⻄学院⼤
学・京都橘⼤学戦】 

 
京都橘⼤学１２１中（１位） 関⻄学院⼤学１
２０中（２位） 関⻄⼤学１１７中（３位） 

泣いても笑っても最後の一戦。序盤で的中が安
定せず、かなりの差をつけられてしまいまし
た。後半で巻き返しを図りましたが差を埋める
ことはできず、今季は１部リーグ３位という結
果に終わりました。 

関⻄⼤学 関⻄学院⼤学
壱⽴⽬ 22 28
弐⽴⽬ 24 29
参⽴⽬ 23 23
四⽴⽬ 23 22
伍⽴⽬ 27 26
合計 119 128

関⻄⼤学 京都橘⼤学
壱⽴⽬ 21 22
弐⽴⽬ 26 25
参⽴⽬ 26 25
四⽴⽬ 26 27
伍⽴⽬ 28 20
合計 127 119

関⻄⼤学 関⻄学院⼤学 京都橘⼤学
壱⽴⽬ 17 24 24
弐⽴⽬ 23 28 25
参⽴⽬ 23 21 24
四⽴⽬ 27 24 24
伍⽴⽬ 27 23 24
合計 117 120 121



 

 
  

髙橋優介（４回⽣ 経験者） 

私にとってリーグ戦は⼤学弓道の中で一番
⼤切な試合だと思っています。これまでの
3 年間を通して⽣半可な気持ちで望んでい
た部員は 1 ⼈もいなく、全員の気持ちが更
に一段階深く一つになれる期間です。それ
だけ、過去の先輩⽅の想いや歴史を受け継
いでいく戦いだと思っています。私たち 4
回⽣にとっては最後の戦いです。過去の先
輩⽅の想いを胸に、これまでの弓道⼈⽣の
全てをぶつける気持ちで勝ち進みたいと思
います。 

出場メンバーのコメント 

菅野竣介（４回⽣ 経験者） 

今年のリーグ戦はとてもとても苦しい戦い
でした。私⾃⾝の調⼦も上がらずに始まっ
てしまい、初戦の天理⼤学戦に出場するこ
とはできませんでした。しかしそこから第
２戦までの 2 週間は個⼈的にこれまでの⼈
⽣の中で一番気合いを⼊れて練習に取り組
みました。そして第２戦からは前⽴ちの落
ちとして出場させていただき、3 勝 1 敗で
三つ巴まで持ち込むことになりましたが、
そこでは私の的中もそこそこに、あと一歩
の所で先輩⽅を王座に連れていくことは叶
いませんでした。やはり勝負事において勝
つことはとても⼤切なことです。勝てば官
軍負ければ賊軍ということわざがあります
が、勝つ⽅は何かが正しくて、負けた⽅は
何かが間違っているのです。その間違いを
伝えて、⼆の轍を踏まないように導いてい
くのがリーグ戦で戦った⼈の宿命だと思い
ます。今年、私はこれまでのようなミスは
しません。何としても勝ってみせます。そ
んな私も間違うことは多くあると思いま
す。後輩にはそんな姿を見て成⻑してほし
いと切に願います。 

佐々⽊⼤河（２回⽣ 経験者） 

昨年のリーグ戦では、⾃分⾃⾝、的中を伸
ばすことが出来ず、先輩⽅に⽀えられてば
かりでした。また、チームに貢献すること
が出来ずとても苦しかったです。リーグと
いう⻑期間の中で的中を安定して出し続け
る難しさ、一部リーグで勝ち進んでいく厳
しさを痛感しました。しかし、試合中の⾃
⾝の気持ちに対する向き合い⽅など得られ
たものも多くありました。これらの経験を
活かし今シーズンでは良い結果を残せるよ
う、今年こそリーグ戦優勝、王座出場を叶
えたいと思います。 



 

 
  

冨⽥涼太（２０２１年度卒部⽣ 初⼼者） 
リーグ戦初戦を迎えた時、男⼦は練習試合含め、
試合で数回しか勝利したことがありませんでし
た。チームも上⼿く纏まらず、殆どの部員が不安
を抱えていたと思います。そんな私達でしたが、
リーグ戦 3 勝 1 敗で順位決定戦まで持ち込む事が
できました。僕らは最後の最後で優勝を逃しまし
たが、一年間共に⾟い思いをして、⽇々練習して
きた仲間達と試合で勝てた事は本当に嬉しかっ
たです。それでも男⼦チームにもっと良い思いを
させてあげたかったです。 
これからは OB として、関⼤男⼦の成⻑を見届け
ていきたいと思います。 

吉⽥智哉（２０２１年度卒部⽣ 経験者） 
インカレが終わりリーグ形式の練習が始まった
当時は的中が伸びず練習⽅法について悩む期間
が続きました。オンラインなので相⼿校が実際に
引く状況は分からず⾃分達の最善を尽くすこと
の難しさを痛感しました。練習と環境は変わらな
いのに試合というプレッシャーに負けているこ
とも少なからずあり、順位決定戦まで持ち込んだ
もののあと一歩のところで王座を逃す結果にな
ってしまいました。オンラインでも対⾯でも相⼿
関係なく⾃分達の最善を尽くすことが 1 番の勝ち
筋だと思うので後輩たちにはこの教訓を活かし
更なる活躍を期待しています！ 

中⻄啓（２０２１年度卒部⽣ 初⼼者） 
４回⽣のリーグ期間はかなり苦しいものでした。
男⼦全体に伸び悩みの感覚がずっと流れている
状態だったので、後輩達は⼤分キツかったと思い
ます。そんな場⾯でも弓道・精神⾯で⽀えるのが
４回⽣の役⽬だと理解していたのですが、リーグ
戦経験者でそれができなかった僕の責任はやは
り無視できないでしょう。ただ、沢山試合で弓を
引き、バチバチに順位を争うリーグ戦⾃体は最後
まで⼤好きでした。なので、最低限 1 部残留を掴
み、後輩がその旨味を知る機会を残せたのは良か
ったかな、と思うことで現在も正気を保っていま
す。 
最後に、振り返りを通じて、トラウマをほじくら
された僕に保険が適⽤されますように。 



 

 

林信吾（４回⽣ 初⼼者） 

僕が初めてリーグ戦を経験したのは王座で準優勝した年で、コロナ禍前の最後のリーグ戦でし
た。経験したと言っても、当時 1 回⽣だった僕は選⼿として試合に出場した訳ではありません
が、当時見た事や感じた事は僕にとっての財産であり、今に⾄るまで何度も⼼の⽀えとなって
きました。そんな僕にとって思い⼊れのあるリーグ戦に今回初めて出場する事ができました。 
メンバーに選ばれた頃の僕は、試合経験がほとんど無く、メンバーとして出すべき最低限の的
中すら出ていない状態でした。しかし、メンバーの⼈数が⾜りなかったために、リーグ戦メン
バーに起⽤してもらう事ができました。この事にチャンスを得られて嬉しいと思った反⾯、悔
しさや焦り、不安などがあった事を覚えています。 
それでも、僕が 1 回⽣の頃に見せてもらった景⾊を今の後輩達にも見せたい。そして、これま
で苦楽を共にし、⼈数制限による班分け練習で一緒に練習する事もできずとも zoom で応援し
てくれている同期のためにも、学⽣⽣活最後のリーグ戦という場で僕を信じ、託して、⽀え一
緒に戦って下さった先輩⽅のためにもリーグ戦で優勝し王座に連れて行きたいと思いました。 
しかし、結果は優勝決定戦で敗北。リーグ戦を勝ち進んだ先にある景⾊というものを皆に見せ
る事は出来ませんでした。 
望んだ結果は得られませんでしたが、リーグ戦を通して様々な経験をしていくなかで、以前よ
り成⻑できた事や得られた物があります。これらを糧にして、そして最高学年の者として仲間
を⽀えられる存在となります。そして今年のリーグ戦は全員で戦って勝ちにいきます。 

國⽶雄太（３回⽣ 経験者） 
昨年のリーグ戦は⾮常に後悔の残る試合でした。
リーグ戦期間の前半はチームに貢献できていた
と思います。しかし、徐々に⾃分の的中率が下が
っていき、チームに迷惑をかけてしまう結果にな
りました。そこで常に高い的中を維持し続けるこ
との難しさを実感しました。原因は⾃分の実⼒が
ただただ不⾜していたこと。この経験を今期に活
かし、上回⽣になったことを⾃覚し、チームに貢
献できるように尽⼒していきます。 

⽥中祥弘（２０２１年度卒部⽣ 初⼼者） 
あの 1 ヶ月間は本当に⾟かったです、、、おそらく
⼈⽣で 1 番ストレスがのしかかりました。特に関
学戦前の 1 週間は本当に⾟く初⽴ 1 中→リリーフ
というのを毎⽇していて本当に気がおかしくな
りそうでした。 
そして、迎えた関学戦でも 1 中を出してしまい、
本当に弓道から逃げたかったです。しかし、次の
メンバー練習後、コーチに励ましていただき、な
んとか⽴ち直り、次の試合では的中を出すことが
できました。コーチからの言葉やあの瞬間は今で
も鮮明に覚えています。 
このリーグ戦を終え、⽇本一を⽬指すことの難し
さを⾝を持って体験しました。そして、とても悔
しかったです。この悔しさを味わわないよう、下
の代には頑張ってほしいです。これからは OB と
いう⽴場で応援していきたいと思います。 
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【９月１９⽇ 第１戦 対近畿⼤学戦】 
関⻄⼤学〇６９中 ― ４５中×近畿⼤学 

１⽴⽬ １３中    ―   １０中 
２⽴⽬ １１中    ―    ８中 
３⽴⽬ １６中    ―    ８中 
４⽴⽬ １３中    ―   １０中 
５⽴⽬ １６中    ―    ９中 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【９月２６⽇ 第２戦 対甲南⼤学戦】 
関⻄⼤学〇６４中 ― ６０中×甲南⼤学 

１⽴⽬ １２中    ―   １２中 
２⽴⽬ １１中    ―   １１中 
３⽴⽬ １３中    ―   １０中 
４⽴⽬ １６中    ―   １２中 
５⽴⽬ １２中    ―   １５中 

【１０月１０⽇ 第３戦 対関⻄⼤学院⼤学戦】 
関⻄⼤学〇６８中 ― ５９中×関⻄学院⼤学 

 １⽴⽬  １３中  ―    ９中 
 ２⽴⽬  １５中  ―   １３中 
 ３⽴⽬  １４中  ―   １３中 
 ４⽴⽬  １５中  ―   １１中 
 ５⽴⽬  １１中  ―   １３中 
 

初戦から１週間後、リーグ２戦⽬が行われました。１⽴⽬では奥野が１中を出してし
まうも、髙平と植⽊が皆中、12中にとどまりましたが相⼿も 12中と同中となりまし
た。２⽴⽬では奥野に変わり角が出場し、２中を出してしまうも植⽊と髙平と三屋が
３中を出し、11中となりましたが、相⼿も 11中という１⽴⽬に続き同中となりまし
た。４⽴⽬では 16 射皆中を果たし相⼿との的中を突き放しました。５⽴⽬では角が
１中となってしまったが、メンバーの支えにより２連勝となりました。 

コロナ禍でオンラインでの公式試合が本学弓道場で開催されました。本学からは
植⽊鈴華（三）、奥野早紀（四）、髙平愛花(2021年度卒)、三屋莉歌(2021年度卒)
が出場しました。⼥子のリーグ戦も２年ぶりに開幕しリーグ優勝、王座進出をかけ
た第１戦は１⽴⽬に髙平が２中を出してしまうも、植⽊と奥野が皆中し、三屋も３
中と全員で 13中を出しました。２⽴⽬では髙平が調子を崩したものの、メンバー
の支えにより 11中に止まりました。５⽴⽬では髙平に変わり、角朋香(2021年度
卒)が出場し全員皆中という好的中を見せ、相⼿と８本の差をつけました。 

２戦⽬では好的中を見せ初戦、２戦と連勝を果たした関⼤⼥子。初⽴では髙平と三屋が皆中しチームで 13 中と良いス
タートを切りました。２⽴⽬で植⽊が皆中し初⽴の結果を挽回し髙平、三屋も初⽴に続いて皆中し 15 中と調子を上げ
ていきました。そして、３⽴⽬、４⽴⽬も 14中、15中と好的中をたたき出していきました。５⽴⽬では⽬標的中を下
回ってしまいましたが、緊張感のある中植⽊が安定した射で見事皆中し３連勝を果たしました。 

２０２１年 ⼥子リーグ戦 
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【１０月１７⽇ 最終戦 対⼤阪経済⼤学戦】 
関⻄⼤学〇６７中 ― ５２中×⼤阪経済⼤学 

１⽴⽬ １５中     ―     １１中 
２⽴⽬ １２中     ―     １２中 
３⽴⽬ １５中     ―     １０中 
４⽴⽬ １２中     ―      ９中 
５⽴⽬ １３中     ―     １０中 

勝てばリーグ優勝と王座決定戦進出が決まるリーグ最終戦は⼤阪経済
⼤学。⼤阪経済⼤学には前年にリーグ戦、インカレ決勝で敗れており、
負けるわけにはいかない相⼿です。初戦から３戦⽬より一層緊張感のあ
る試合の中、初⽴は植⽊、角、髙平が皆中し 15 中と順調に試合がスタ
ートしました。続いて２⽴⽬では全員が１本ずつ外し 12 中と⽬標的中
に１本届かなかったものの３⽴⽬では 15 中と⽬標的中を上回りまし
た。４⽴⽬では三屋が２度⽬の皆中をしてチームをカバーし 12 中を出
していよいよ最終⽴です。緊張感が深まる中、全員が３中以上を出し、
三屋が３連続で皆中し相⼿と 15 本もの差をつけてリーグ戦全勝と王座
決定戦進出が決まりました。 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ⽴⽬     11     ―     3 
 
2 ⽴⽬      8     ―     7 
 
3 ⽴⽬      8     ―     8 
 

2021 年第 45 回 

全⽇本⼸道⼥⼦王座決定戦 
 

 
1 ⽴⽬     ８     ―    ９ 
 
2 ⽴⽬   10     ―   ６ 
 
3 ⽴⽬   10     ―   ８ 
 

 
1 ⽴⽬     7     ―     10 
 
2 ⽴⽬    10     ―     11 
 
3 ⽴⽬     8     ―     10 
 

第２戦⽬ 関⻄⼤学 27 中 ― 信州⼤学 18 中 

第１戦⽬ 関⻄⼤学２８中 ― 桜美林⼤学２３中 

 〜⼥⼦団体 決勝トーナメント~ 

準決勝 関⻄⼤学 25 中 ― 四国⼤学 31 中 

いよいよ準決勝。相⼿の四国⼤は 2020 年のインカレと 2021 年の選抜
が共に３位で、2021 年インカレは準決勝で敗れてしまった相⼿でもあ
り、決勝進出もかかっているこの準決勝では決して負けることが出来
ません。周りの空気もより⼀層重く、緊張が⾼まる中迎えた 1 ⽴⽬で
は植⽊が調⼦を取り戻し皆中するも、⾓と三屋は調⼦を崩し、７中にと
どまってしまいました。2 ⽴⽬では髙平と植⽊が皆中しメンバー内でカ
バーし合って 10 中となりましたが相⼿には差を広げられ続け、３⽴⽬
では相⼿が好的中、６本差で悔しくも敗れてしまいました。しかし、ベ
スト４は確実でありながらも⼀⼈射位に残り⼸を引く髙平の姿はより
⼀層緊張感があり、それはオンライン上で応援している部員にも伝わ
ってきました。緊張感が伝わる中、最後の⼀⽮で 36 秒という⻑い会を
持ち、４年間の思いを込めた射で⾒事皆中を果たしました。 
 



 

 
 

植⽊鈴華（三） 

 

 

 

⾓朋⾹（2021 年度卒） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

髙平愛花（2021 年度卒） 
 

三屋莉歌（2021 年度副将） 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

奥野早紀（四） 
 

〈応援コメント〉 
森 千都歩（2021 年度主将） 
 
 
 

メンバーの皆様！王座お疲れ差でした！ 
私も１回⽣の頃の記憶が甦り、関⼤の試合が始まる度に気持ちが⾼まりました。全国で戦える強さを⾒せていただき、
ありがとうございました！ 
 

遠く離れた場所でしか応援できなかったけど、伊勢の地まで粘り強く戦ってくれた同期・後輩を誇りに思います。 
 
 

⽬標は優勝、最後の試合で負けて終わってしまったということもあり、ベスト４という結果は悔しいです。ですが、⽇々
頑張ってくれた王座メンバーがいて、側で⽀えてくれたメンバーがいて、みんなで応援して、部員全員で挑めた王座全体
に満⾜しています。プロジェクターを使うことで、現地ではなかったですが、道場で部員と⼀緒に応援することができた
のはよかったです。ここまで築いてきたチームの⼒が来年の勝利に繋げられると信じています。 
 

どんなときも誰よりも頑張った選⼿たちに最後は笑ってほしかったのですが、そうはいきませんでした。しかし、「どう
したら⽇本⼀になれるか」を真剣に考えて稽古した⽇々は間違いなくチームを成⻑させました。来年以降この経験を活か
してさらに強いチームを作ってほしいと思います。 
 

⽉浦 愛⾥（2021 年度主務） 
 

橋⽖ 詩織（2021 年度卒） 
 

鈴⽊ 江梨⾹（2021 年度卒） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※コメント下の写真は関⼤スポーツ編集局から引⽤したものです。 

準決勝の髙平さんの魂の８射が⼀番印象に残っています。落を引ける⼈が２⼈もいる今年の関⼤は本当に強かったん
だとひしと感じた８本でした。 

王座という⼤舞台で活躍している同期や先輩⽅をオンライン上でも応援することができて本当に良い経験になりま
した。 

宮本 紗⾐（四） 
 

宮嶋 優⼦（三） 
 

巽 ⽻雪（⼆） 
 王座決定戦では今までの試合とは異なり、より⼀層の緊張感は画⾯越しでも伝わってきました。熱い試合で活躍して
いく先輩⽅の、冷静で⼀⽮⼀⽮に集中なさっている姿を拝⾒し、私も⾝が引き締まる思いでした。 
 

惜しくもベスト４ 

次こそ⽇本⼀！！！ 



 

 
  54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2021年。伊勢神宮弓道場にて、11月 21日（日）に男子の、11月 23日（火）に女子の
東西学生弓道選抜対抗試合が行われました。各地区学連秋期リーグ戦における男女の的中
率上位 10名として、本校からは冨田涼太（2021年度副将）、三屋莉歌（2021年度副将）、
植⽊鈴華（三）が西軍として出場しました。 
 
 
第 67回東西学生弓道選抜対抗試合 

遡ること一ヶ月。男子はリーグ戦を団体三位で終えました。王座出場は叶わぬ夢となって
しまい、チームとしての戦いは幕を閉じました。しかし、個人的中率 91.25％で同率五位に
食い込んだ冨田は、代表を選ぶための同中競射を行い、落としてチームを引っ張り続けたそ
の勝負強さで、見事 20射皆中を記録。東西戦出場の切符を手に入れました。 
向かえた東西。初⽴⽬は皆中。幸先のいいスタートを切ったが、二⽴⽬で 2中。続く三⽴

⽬で再び皆中するも、四⽴⽬で 2中。最終⽴を残し、リリーフにかけられました。 
最終的な結果は、西軍が 178中、東軍が 171中。7中差で、西軍の 2年ぶり、15度⽬の

優勝が決定しました。 
 

 
冨田 涼太（2021年度副将） 
僕は、今年度のリーグ戦男子個人的中率 5 位
に入賞し、東西対抗戦に出場することが出来ま
した！ 
入部するまで弓道の事なんて何も分からなか
った僕がまさか東西対抗戦に出場できるなんて
思いもしませんでした。 

東西対抗戦に出場してみて、素直に楽しかったです。弓を引ける楽しさ、的に中った時の
喜び、完全に忘れていた感覚を久しぶりに味わう事が出来ました。四年間の最後を東西対抗
戦という大舞台で引かせていただけた事は、とても有り難く思います。僕を支えて下さった
⽅々本当にありがとうございました！ 

2021 

東西学生弓道選抜対抗試合 
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第 45回女子東西学生弓道選抜対抗試合 

 こちらはリーグ戦を堂々の優勝で飾った女子。個人的中率一位の植⽊と、五位の三屋が出
場しました。しかし植⽊は初⽴⽬で 2 中、二⽴⽬で 1 中を出し、リリーフを余儀なくされ
ました。三屋は初⽮こそ抜いてしまったものの、3 中、3 中、3 中、皆中、2 中という記録
に。見事 20射引き切りました。 
 結果は西軍が 145中、東軍が 136中。西軍が 7年ぶり、15度⽬の優勝を果たしました。 

 
植⽊ 鈴華（三） 
今回関西リーグ十傑で 1位になれたことで、憧れだ
った東西対抗戦に出場させていただきました。試合で
は高校の頃の後輩と久々に同じ⽴ちを組めるという
こともありとてもワクワクしていました。しかし、当
日の付け⽮練習から調子が悪くなり、全然当たるビジ
ョンがみえなくなってしまいました。それでも西軍代

表として選ばれてるからにはしっかり当てて勝利に貢献しようと思ったのですが、本番で
もやっぱりうまくいかず選手交代となりました。チームの皆さんのおかげで西軍は見事優
勝！しかし初めての東西対抗戦は自分にとって悔しい大会として記憶に残るものとなりま
した。来年はリベンジして西軍勝利に貢献したいです。 

 
三屋 莉歌（2021年度副将） 
正直言って私が東西対抗選手になれるなんて誰も
思っていなかったでしょう。だって、高校時代は雑
魚、大学でまともに試合に出られたのは 4回生から
ですので。7 年かけて全国に通⽤する人間に生まれ
変われた気がしました。 
さて、当日は付け⽮から調子は悪くなく「なんで

やねん!!(怒)なんで昨日じゃないねん!(怒)」と真顔で思っていたら、同じ言葉で監督よりご
指摘いただきました…。コーチ⽈く、王座あるあるらしいです。 

20射すべて引き切らせていただきましたが、相変わらず初⽮抜きの連発。20射皆中かま
そうとしてたのですが拍手は 1 回のみ。女子東西伝説の初⽮５連抜けを生み出した女（悪
名）ですが弓道人生で一番楽しかったです。あんなに全ての結果を笑いながら試合したこと
ないです。ぶっちゃけ来年リベンジしたいと思うほどあの場所にとらわれています。やる気
できる気満々ですがチャンスがないのが現実、後輩に託します。 
「私」そのものを表した 20射の内容でした。伊勢最後の 1本を抜いたのは、神様が「ま

だまだ君は生まれ変われるよ」と伝えてくれたように感じました。私の道は険しくも楽しく
なりそうです。 

写真提供：関大スポーツ編集局 
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令和三年度 卒部式 

酒井顧問からの式辞、齋藤会⻑と猪尾監督より祝辞を頂きました。 
送辞では、現役⽣からは現主将の奥野早紀が代表として卒部⽣への感謝と今後の活躍を伝えま
した。答辞は前主将井上裕⽂氏から頂きました。⽊札の贈呈ではコーチから卒部⽣とのエピソ
ードについてや、彼等への激励を語り、終始とても楽しそうでした。 
その後は、卒部⽣の⽅々の弓道部での活動を振り返るビデオが上映され、現役⽣からとても良
く凝った素晴らしい歌ビデオの上映もされました。 

コロナの影響が未だ残り例年通りの⾷事など、部員や OB・OG 同士が歓談する時間は多く取
ることも出来なかったのが残念ではありました。今の代の部員は全員コロナ以前の卒部式を経
験できていない為、来年度こそ完全な状態で卒部式を迎えたいです。 
ご出席して頂いた皆様、現役⽣に見送られ弓道部を卒部されました。改めて卒部おめでとうご
ざいます。 

2021年 3月 13⽇、吹⽥市メイシアターにて卒部式を行いました。 
卒部証書授与、OB・OGの⽅々からの記念品の贈呈が行われました。 
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令和三年度 卒業記念射会 

最後に、前主将の井上裕⽂氏、前⼥子主将の森千都歩氏による納射が行われました。 

2022年 3月 14⽇に関⻄⼤学弓道場にて卒業記念射会が行われました。コロナの影響が強く卒部⽣と
一部の部員しか参加できなかった昨年度とは異なり、今年は卒部⽣以外の部員も参加でき、終了後写
真撮影を行いました。部員全員が終始楽しく、卒部⽣を見送れました。 
現主将奥野早紀、男子主将⾜⽴拓⾺による⽮渡しの後卒部⽣の⽅々による一手行射が行われました。 
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令和三年度卒部生紹介 

※記念撮影の為マスクを外しています 

① Netflix prime鑑賞、ランニング、サウナ 
② 最後まで諦めないこと、毎⽇の練習。 
③ 練習試合で 5⼈団体の参的を引いていたと
き、弐的の先輩が会で弓を折られたこと。 

主将 井上裕⽂ 

コメント 
① あなたの趣味は何ですか。 
② あなたが弓道部の 4年間で頑張ったことは何ですか。 
③ あなたが思い出に残っているエピソードを書いてください。 

① ジブリに触れること 
② 全⼒から+一歩を出すこと！ 
③ くだらないことで爆笑しながら歩く帰り道が⼤
好きでした 

⼥子主将 森千都歩 
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男子副将 吉⽥智哉 

⼥子副将 三屋莉歌 

① 読書 
② 常に上を⽬指し続けたこと 
③ 伊勢で弓を引いたこと 

① 最近は栄養学をかじってます。楽しいですよ〜 
② "全てに全⼒を注げたこと‼叱られることも含め⼈のアドバイスを
受け止めて自分の中で咀嚼してから行動に移すこと。考えてるだけ
じゃ何も⽣まれない、プロセスで⾊んなことを感じられました。⼈
から言われたことを気にしすぎてから回ることも多かったです。振
り返るとしっかり自我を持てよって怒りたくなります(笑)" 

③ 一回⽣の春合宿で、私の発言がラップにされたこと。後輩が「三屋
さんが私のロールモデルです」と言ってくれたことが思い出に残っ
ています。" 

男子副将 冨⽥涼太 

① コーヒーを飲む事、TVerで見逃し配信を見る
こと、筋トレ 

② 常に貪欲な姿勢で練習すること 
③ リーグ戦負けて、気持ち的にしんどい状況の
まま東⻄出場決定競射に出場して、20本詰め
た事 

① ゲーム 筋トレ 
② 積極的に素直に⾊々なものに取り組むこと 
③ 幹部補佐になった時、関⼤近くのバーで集まって
飲んだこと。今はコロナでそういったことができ
ないからこそ、楽しかったなぁという想いが強く
なります。 

男子主務 ⽯井樹 ① YouTubeを見ること。 
② 諦めずに継続したこと。 
③ 道場で王座の応援をしたこと。看的⼩屋でカラス(?)
を見たこと。 

⼥子主務 月浦愛⾥ 
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① ゲーム 
② 練習 
③ 一回⽣の頃、夜ご飯一緒に⾷べようと塩見
潤⼈を呼び出したところ、⼤号泣しながら
来たこと。 

① 弓を引くこと 
② 前向きでいること 
③ 遠征の時森がベットの間に挟まっていた事 

新⼈監督リーダー 
⾕口諒甫 

新⼈監督副リーダー 
髙平愛花 

① 漫画 
② 自分の射に関して妥協しないこと。より的中
が上がりそうなものがあればとにかく試して
いた。 

③ 3回⽣時、コロナによる活動制限を乗り越えた
リーグ戦(仮)での優勝は、これまでの活動が無
駄ではなかったと感じられた瞬間であり、自
分の中でとても印象に残っています。 

① 映画鑑賞 
② ⽂武両道 
③ 2回⽣のときにメンバーに選ばれたこと 

⼆回⽣監督リーダー 
中⻄啓 

⼆回⽣監督副リ
ーダー 
⽥中祥弘 

① 綿菓子を⾷べること、ネットフリックス 
② 練習、指導 
③ ⼆回⽣の春学期に同期男子と写真を撮ったこと 

① 断捨離 
② 全て！ 
③ 2年⽣の夏合宿。しんどかったけど楽しかった
です。でも、まさか、夏合宿が 2年⽣で最後に
なると思わなかったです。 

新⼈監督 塩見潤⼈ 

新⼈監督 伊藤未麗 
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  ① ドラマ鑑賞 
② 覚悟を決めて逃げないこと。 
③ 鳴きの練習。回らないお寿司。 

① 読書、洋画を見ること、カリグラフィー、ゼンタングル 
② メンバーとして活躍することで部に貢献したかったのはもちろん
なんですが、一⼈一⼈に寄り添う指導がしたくて、それを少しは
実現できたのかなと思います。新⼈監督として１回⽣の成⻑に関
われたのは本当に貴重な時間でした。 

③ １回⽣の時に行った夏合宿の玄武館、満天の星空と同期⼥子 10⼈で
泊まったロッジは一⽣の想い出です。 

① 料理、Netflixでワンピースを見ること 
② ほぼ毎⽇自炊したこと 

③ 新⼈戦の練習試合で 2回皆中したこと 

新⼈監督 角朋香 

新⼈監督 橋⽖詩織 

新⼈監督 若林未玲 

① ネットフリックス鑑賞 
② 段の取得など、正射を求めること。メンバーへ上り詰めること(選手とし
ては活躍できなかったが、もちろん選手として活躍するための努⼒も惜
しまなかった)。 

③ ⼤学 3年コロナ禍で部活動ができなくなった時に、諦めずに今できるこ
とを頑張った結果、自粛明けには初のメンバー⼊りを果たすことができ
たこと。また、⼤学 2年のインカレ個⼈で予選通過できたものの、本戦
が台⾵でなくなってしまったこと。 

⼆回⽣監督 井⽥⽇向代 
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① ゲーム 
② いつでもポジティブ 
③ １回⽣の夏合宿で 18中を出せたこと 

① ゲーム 
② 弓道 
③ 1回⽣の夏合宿、リーグ戦、王座。 

① 漫画、ゲーム。最近はお菓子を作り始めた。 
② 活躍できるような選手でなくとも、自分の軸を持っ
て弓を引き続けること。 

③ 一回⽣の頃、リーグ戦で毎回声を枯らすほど応援し
ていた。隣の先輩は泣いたりしていて、本気で取り
組むということを感じることが出来た。 

⼆回⽣監督 浦辺智貴 

⼆回⽣監督 鈴⽊江梨香 

⼆回⽣監督 中尾⼤輝 

弓辿会の皆さんは、コロナの影響が強く残り、部活動に多くの制約が課された令和 3年度
を最高学年として部を引っ張ってくれました。 

弓道に対して真摯に向き合い、毎⽇一⽣懸命に練習や指導をされている姿や部の運営がよ
り良くなるように考え、実行していく姿はとても頼もしかったです。 

 
皆さんはたとえ困難な状況であっても進み続けることを諦めない、そんな⼒を持つ皆さん

のご活躍を⼼よりお祈りします。 
またいつでも道場にいらしてください。 

部員一同お待ちしています。 



 
 
 
 
 

 
11月 27⽇、28⽇に第⼆回悠久杯(部内戦)が開催され、団体戦と個⼈戦が行われました。 
直前まで王座決定戦や東⻄対抗戦が行われており、練習時間が限られた中でも、各チーム
で工夫して、団結⼒を高めあいました。 

 
団体戦は選⼿権形式で、21チームが 4つのブロックに分けられ、総当たり戦を行い、 

各ブロックの優勝チームが決勝トーナメントで競い合いました。個⼈戦には一回⽣初⼼者
部⾨と、団体戦の初⽴ちで、四ツ⽮三中以上した者が出られる部⾨がありました。 

 
団体戦はGチーム 

【森(⼆〇⼆一年度⼥子主将)、岩上(四)、髙本(三)、久保(⼆)】の四⼈が、 
個⼈戦は吉村(⼆)が、一回⽣初⼼者部⾨では福久(⼆)が優勝。 

また、この試合で久保(⼆)、巽(⼆)、野澤(⼆)、福久(⼆)、弓削(⼆)が 
初四ツ⽮皆中を成し遂げました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二回 悠久杯 

戦う相⼿が⽬の前にいることが初めてで終始緊張

していましたが、一本が⼤事になってくる射詰で勝て

たことは⾃信に繋がりました。これからもより一層邁

進できるよう頑張ります。 

チーム全員で高めあう雰囲気の中、毎⽇の練習や試合

に取り組むことができ、とても楽しかったです。個⼈戦で

は射詰めで勝ち残ることができ、嬉しかったです。 

 
吉村  涼  (⼆) 

福久 彩花 (⼆) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コロナの影響により、開催⽇の１週間前までは班別練習が行われていたため、一回⽣は

同期を含め、この時期に初めてきちんと話せた部員も多くいました。このような意味で
も、この悠久杯は部員同士の交流をより一層深めることができた有意義なものとなりまし
た。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

⼊部してから初めて弓を引ける試合でとても楽しかったです。もち

ろん緊張もしましたが、同じチームだった⼥子主将の森さんの「⾃

分の射技をきちんとやれば中るから」という言葉にとても救われま

した。皆中した時の 4本⽬はブルブルだったんですけど、この言葉

のおかげで何とか中てることができてよかったです。勝ち進むに連

れて、このメンバーでまだまだやりたいという気持ちが強くなりま

した。結果優勝できて、もう一緒には引けないのかと少し寂しかっ

たですが、それ以上に嬉しかったです。 

久保 祐果 (⼆) 



 
  

フォトギャラリー 
※撮影の為対人距離が近くなったり

マスクを外したりしています。 
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図書室の本紹介コーナー 

 関西⼤学弓道場には図書室があり、弓に関する本やそれぞれの学部の過去問など、様々な本を借りる
ことができます。今回は、よく図書室で本を借りている 6名に弓道に関する本を紹介してもらいました！ 
 
 
３回生 富田真央 

白石豊『本番に強くなる』 

本書は、著者である⽩石豊氏が何十年もかけて学び、指導してきた要素を
綴ったものです。実⼒を発揮するためのメカニズムの解説から、プレッシ
ャーを対処するための具体的な⽅法までが実体験も踏まえて書かれていま
した。本書では最初に自身のメンタルスキルをチェックする項⽬があり、
現在の自分の心の⼒を客観視することができます。これによって何が足り
ないのかを把握し、この後の具体的なトレーニング⽅法を当てはめながら
学ぶことができるので、より興味を持って読み進めることができました。
この本は、メンタルに関する学術的な知識、自分の心を知ること、トップ
アスリートの考え⽅など、メンタルトレーニングに必要なあらゆる要素が
詰まった本だと思います。 
 
 
４回生 海野遼太 

松尾牧則『もっとうまくなる！弓道』 

 
この本との出会いは弓道場の図書室でした。 
元々私は「技を極める 弓道」という本を借りようとしていたのですが、
同期の I くんが半年くらい借りていたそうなので、泣く泣く別の本を探
すことにしました。 
その時出会ったのがこの本です。今ではこの本と出会わせてくれた I 君
に感謝しています。 
さて、馴れ初めはここまでにして、この本の紹介に移りたいと思います。 
射法⼋節の一つ一つに対して、気をつけるべきポイントや、陥りやすい
癖などが記載されており、とてもわかりやすい内容になっています。道
場で引いていて、何かうまくいかないなと思った時は、この本が助けに
なってくれる事でしょう。 
この本に限る事ではありませんが、弓を引くことだけが練習では無く、

本などで知識を得る事も⼤事な練習の一つだと思います。 
是⾮、みなさんもこの本を読んで「もっとうまく」なってみませんか。 
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4回生 龍見璃胡 

若松健太ほか『スポーツメンタルの科学』 

 

この中に「メンタルが弱い。」と⽇和っている人はいませんか。私もそ
の 1人でした。緊張すると手も声も震えてお腹も痛くなっちゃうんで
す。かわいいですね。しかし、メンタルは強い弱いではないのです。
この本の中では自分の心の状態と定義しています。自分の身近にいる
人でメンタルが強いっていう人を見かけたことがありますか。ほとん
どの人はいません。私は身近じゃなくても思い浮かぶのは Bigboss く
らいです。それは成功だけではなく失敗もしているからです。失敗に
⽬を向けてしまい成功が霞む。失敗に対する意味づけをネガティブに
捉えてしまっているのです。私たちは失敗からも成功からも学びを得
る⼒を持っています。ネガティブをポジティブに強制的に変換するの
ではなく、情報の⼊り口から変えることが出来るのです。つまり、メ
ンタルは強い弱いがあるのではなく、情報の意味づけの違いがあるだ
けということをこの本ではテクニックやワークシートを⽤いて丁寧に
教えてくれます。 
 
 
 
4回生 岩上朋弘 

髙栁憲昭『技を極める 弓道』 

 
 
本の紹介に⼊る前にちょっとだけ。当たり前ですが、本は読むだけ
では意味が無いと思います。読むことによって得た知識を実践する
ことに意味がある。僕にとって実践するために必要なことは納得す
ることです。納得しないと実践する気が起きません。その意味で、
この本は納得できる部分が多いのではないかと思います。それはこ
の本が具体的に書かれているからです。一貫して具体的に説明が行
われています。図や写真が多く使われていて、理由がちゃんと書い
てあるので納得感があるように思います。例えば、p56〜61では会
の形のパターンが図を⽤いて⽐較されていたり、p64〜67では伸合
いについて筋電図を⽤いた考察がなされたりしています。 
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4回生 中井美里 

ラニー・バッシャム、藤井優『メンタル・マネージメント 勝つことの秘訣』 

 

勝つためには、技術、練習の積み重ね、勝ちたいという強い気持ち
が必要だと思います。しかし、普段の練習でそれら全てが揃ってい
ても試合でなかなか⼒を発揮できないことがあると思います。この
本では試合で⼒を発揮するだめに何をすればいいか書かれていた
ので２つ紹介したいと思います。 

その内容は、⽬標を設定すること、「勝つことが最も自分らしい」と
いう考え⽅をすることの２つです。 
⽬標設定が⼤切というのはみんな知っていることで、実践している
人も多いと思うのですが、「あなたの⽬標とそれを達成するための
プロセスは？」と聞かれて具体的に即答出来る人は意外と少ないの
ではないでしょうか。私自身、今までただ一生懸命練習しているだ
けで、⽬的意識が足りていなかったと思います。今年から 1 週間の振り返り、次週の⽬標をシートに書
き始めてから、自分が次の 1 週間で何をするべきか認識できるようになり、的中の波が小さくなり、プ
ラスになったと思います。 
「勝つことが最も自分らしい」という考え⽅については、この考え⽅をすれば必ず勝てるという意味で
はなく、勝つつもりでなければ勝つ可能性は初めから無いという意味だそうです。自分が勝てると信じ
ること、自分を信じられるだけの努⼒をすることが⼤切なのだと思います。 
どちらも当たり前のことのようですが、実際にできていなかったのでこの本を読んでから実践するよう
にしています！ 
100ページない本なのでぜひ読んでみてください。 
 
4回生 上野康生 

『「勝つ弓道」のポイント 50』 

この本の特徴は何といってもわかりやすさが一番です。  
ページごとに写真と説明が乗っている点は多くの弓道本と同じで
すが、右ページで⼒の伝え⽅や体の使い⽅などの⼤まかな説明をし、
左のページで 3つのポイントを厳選し解説を付け加えることで特に
初心者にわかりやすいものになっています。  
その他に一言アドバイスのようなものも付け加えられているため
上手くいかない場合などに読み返すことで自分に何が意識できて
いないかが見えます。  
射法⼋節のすべての行程に対して意識するポイントが書かれてお
り基本の振り返りをすると共に上達するための知識をつける一石
⼆⿃の本です。 一度読むことをお勧めします！ 
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 ★部員のあれこれを、ランキングにまとめました♪ 
※データは令和三年度の集計です。 
※最高週間射数について、昨年は “自粛期間” “通常期間” で分けましたが、今年は自粛
期間が昨年ほど⻑くなかったため、割愛させて頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★また、例年掲載していた⼆〇射皆中ランキングですが、今回はランキング形式をとらず、
今年度⼆〇射皆中を達成した⼈の名前を掲載させて頂くことにしました！ 
ブログで当時の⼼境を綴っている部員もいるので、未読の⽅は是⾮ご覧ください！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最高週間射数 

第一位 940 射 ⿑藤伊吹（⼆） 

第⼆位 850 射 井上裕⽂（2021 年度卒） 

第三位 789 射 松岡晃希（⼆） 

PG（スクワット）のキロ数：⼥子 

第一位 50㎏ 伊藤未麗（2021年度卒） 

第⼆位 45 ㎏ 宮本紗衣（四） 

第三位 35 ㎏ 同率 6 名 

PG（スクワット）のキロ数：男子 

第一位 115 ㎏ 浦辺智貴（2021 年度卒） 

第⼆位 100 ㎏ 濵志昂（三） 

第三位 90 ㎏ ⿑藤伊吹（⼆） 

 

令和三年度二〇射皆中達成者 

井上裕文 冨田涼太 石井樹（初） 髙平愛花 （2021年度卒業） 

菅野竣介（初） 髙橋優介 宮本紗衣（初）  （四） 

國米雄太（初） 植木鈴華          （三） 

その他上位は 
700～  11 名 

600～699 16 名 
500～599 23 名 

でした！ 
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⻑時間部⾨ 

第一位 富⽥真央（三） ２～２時間半 

第⼆位 藤⽥愛子（⼆） ２時間半以内 

第三位 今村彩乃（四）、上⾕建⽃（四）、菅野竣介（四）、 

秦陽菜乃（三）、⾨口陽樹（⼆）２時間 

短時間部⾨ 

第一位 宮嶋優子（三） ２０分 

第⼆位 伊藤未麗（2021 年度卒） ４５分 

第三位 同率４名 ５０分 

 

⻑時間部⾨ 

第一位 鈴⽊江梨香（2021 年度卒、愛媛）６時間 

第⼆位 角朋香（2021 年度卒、⽯川）、⼤江達也（三、京都）５時間 

第三位 ⽥熊健太（四、⿃取）、岡﨑⼩夏（四、徳島）４時間 

短時間部⾨ 

第一位 ⽥中祥弘（2021 年度卒）、佐々⽊⼤河（⼆）１時間… 

～通い編～ 

～もしも下宿生が実家から来たら編～ 

 

福岡、福井、岡山、愛知などからの部員はランキング外でした！一説によ

ると、東京から時間的に最も遠い場所は、四国の最南端だそうです。一位

の鈴木氏は愛媛県出身なので、意外なようで納得の結果でした。 

毎日お疲れ様です 
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袴姿で学内を歩くことに、そわそわするのは最初だけ。盆を持ち厨房に並ぶ姿は、関
大生であれば誰もが⽬にしたことでしょう。果たして彼らは何を注⽂し、何を食してい
るのか、全貌に迫りました。 
 
※凜⾵館（道場から最も近い食堂）と、その他食堂、コンビニの好きな商品に投票して
もらいました。全 105票！（協⼒して頂いた⽅、ありがとうございました。） 
※それぞれの推しについて語ってくれた人はコメントも掲載しています。 
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第一位 チキンステーキ（5票） 鶏肉はいいぞ！！  

第二位 鶏から豚しょうが（4票） 

第三位 おろし豚カツ （3票） 

生姜焼き 

唐揚げ丼 おいしい 

関大ランチ 物足りなかったら微炭酸マッチでお腹を膨らませましょう。 

第四位 関大プリン（2票） 

俺の塩丼 

    カレーうどん 

    オムライス 

    唐揚げマヨ丼 マヨネーズかけ放題 

↓被りはしなかったものの、各々の想いが伝わってきました！ 
エビフライ andカキフライ定食 うますぎる！笑 

唐揚げマヨ丼 マヨネーズかけ放題 

チーズプルコギ丼 チーズプルコギは少し辛いのをチーズがカバーしていて相性抜群です。 

唐揚げ丼 S 量がちょうど良い 

タルタルチキンカツ 安くて他の定食系のものより量が多いのがいい。あとタルタルソー
スとサクサクのチキンカツの組み合わせがめちゃ良い。 

つゆだくラーメン丼 ラーメンから麺を抜いて丼にしようとした勇気と発想⼒を推したい
です。

数多のメニューから被るの

は、もう間違いないです。 

このあたりは団体で誰か一人は

絶対食べてますよね。 

二大名物の面目躍如！ 

某激安唐揚げ専門店のオープンにより

売上が落ちたとか落ちてないだとか。 

弓道部ならもっと食べなさい 

まじで辛いです、これ 

麺を入れ忘れたのでしょう。 

最強の組み合わせ！ 

定食はお味噌汁が地味に嬉しい 



 78 凜⾵館編は以上となります！ 

 

土曜のドリア ドリアはシンプルに美味しいし乗ってるクリームコロッケが美味しいで
す！  

ハッシュドポテト 後味美味です 

コロッケ 閉店間際だと 30%オフになって 32 円です。買わない理由がありません。 

小うどん 通常のうどんとは麺の種類が違います。こっちのほうがコシがあって好きです。 

深秋汁 冬季限定！ 

焼き芋 甘くて美味しい 

お味噌汁、豚汁 体が温まる 

ゴマ団子 しっかりとあんこの味がして美味しい 

凛風館 3Fパン屋さんのメロンパン！ パン屋さんの美味しさは、メロンパンの味で決まる
と言っても過言ではないと思います。凜⾵館 3F で売っているメロンパンは、典型的な外サ
クサク中フワフワの完成系そのものでめっちゃ美味しいです。 

 
 
↓コメントはなかったですがこちらも 1票獲得しました！ 
しょうが焼き 

関大マグマ丼 

かつとじ丼 

カレーライス 

カツカレー 

メンチカツ 

カルボナーラ 

たらこクリームパスタ 

つけ麺冷やし大 

きつねうどん 

揚げ出し豆腐 

ケーキ 

特大ライス 

ごはん てんこ盛り 
 

声に出したくなるメニュー名ランキング一位です。 

ハッシュドポテトの後味とは… 

節約術！！ 

麺類はゆで時間が指定できるそうです。初耳学認定。 

温！

！ 

甘！ 

冬！ 

こういうこと言ってくれるとパン屋さんの

おばちゃんも作り甲斐あると思います！ 

編集者もイチオシの一品。 

料理……？？？ 
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1学舎のオムライス（6票）  

卵がとろとろふわふわで美味しいです。 

ふわとろオムライスは出来るのが早いし美味い。 

卵がふわふわでめっちゃ美味しいです！+50 円くらいでお肉も乗せることができます！ 

２学舎のカツ定食（3票） 

ワンコインで満足（チキンカツ） 

とにかくコスパがいい。値段と味が納得できるし、その上ボリュームもある。 

さっくさく！おばちゃんの笑顔！パリピ達の騒ぎ声！全部がエモい！（トンカツ） 

1学舎のホットサンド（2票） 

日によって異なる具材。毎日楽しめる。 

焼きたてほやほやですこぶる美味しいです！！数量限定なので、そのレア感と食べられた
時の喜びが相まってさらにおいしく感じます！  

1学舎のチキン南蛮（2票） 

ソースが程よい酸味でチキンとよく合う。ご飯が進む。 

味が染みてて美味しい。現金でしか払えないのがちょっと残念です。 

1学舎のオムハヤシ（2票） 

卵トロトロ 

オムライスの上に乗っている牛肉とハヤシライスが絶妙に美味しいです。 

1 学舎組からの圧倒的支持を集めまし

た。ちなみに凜風館より安いそうで。 

慣れると外のお店で食べるのが少し高くは感じてしまいます。 

料理は五感で味わうタイプの人だっ…！ 

2学舎には数種類のカツがあります。 

満場一致で卵ふわとろ 

ミールカードはお得ですが穴だらけです。 

凜風にも置いてくれ（切実） 

こんなのおいしいに決まってる。 
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Qeatのチキン（2票） 

1学舎のからマヨ丼（2 票） 

↓こちらも 1 票ですが、またまた想いが伝わってきました！ 

1学舎のカレーライス 野菜が大きく食べ応えがある 

1 学舎食堂によくあるシンデレラソースのやつ 衣がめっちゃおいしいし、シンデレラソー
スが美味しい 

1学舎 1号館食堂のうどん 安い 

2学舎のチキン南蛮 一番美味しいと思います！ 

2学舎のコロッケ定食 初めて食べたときは舌鼓を打ちました。 

2学舎のチキンカツカレー とんかつより脂っこくなく、カレーとの相性抜群 

チーズ焼肉弁当 とにかく美味しい 

カレーパン いつも揚げたてで置いていて美味しい 

Qeat のおいなりさん  味が染み込んでいて美味しいし、5 個入りで気軽に食べれるサイズな
ので、時間が無い時も大活躍します！ 

Qeatのおにぎり 閉店間際に半額になるから 

Qeatのラップサラダ ダイエットしてる気になれる 

ヤマザキ薄皮つぶあんぱん 食べやすさと腹持ちの良さを兼ね備えた天下無双の一品。あとシ
ンプルにあんぱんが好物。 

セブンイレブンの練り羊羹 しっかりとあんこの味がして美味しい 

セブンイレブンの鯖の味噌煮 ウマイ 

ビックマウンテンのローストチキンプレート 鶏肉はいいぞ！！ 

チルコロの鰻丼 ごはんと鰻の蒲焼きの相性は最高！！ 

凛風館三階で売ってる知覧紅茶 知覧紅茶は普通の紅茶に⽐べたらちょっと高いけど、砂糖な
しでも甘くて美味しいのでリプトン飲むよりこっちが好きです笑 

コーヒー いつも飲んでます。

してるとは言ってない。 

いろんなとこで売ってますね。 

衣かい。んでソースかい。 

わかる。 

2 学舎の揚げ物系は、注文を受けて

から揚げていただくため時間が掛かり

ますが、どれも絶品です。 

お弁当意外に安いしおいしいんですよね。早いし。 

弓道部員御用達おいなりさん 

コロッケの人と同じ匂いを感じました。 

おいなりさん理論ですね。 

セブンイレブンはギリ大学の外ですね。 

不変の真理！！ 

まさかの飲み物参戦。 

既視感… 
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完…！ 

いかがだったでしょうか。食堂を始め、コンビニ、パン屋さん、レストラン、ひいては
大学外のお店まで、千差万別に選ばれました。社会学部の 3学舎食堂は 1票も⼊らなかっ
たのが気になりますが。それはさておき、この記事を作っているときは、まあお腹が鳴る
わ鳴るわで、飯テロ企画でした。 
結果を見てすぐにチキンステーキ食べに行きました（一位の味でした！おいしかっ

た！）。在学中に全部制覇しようと思います。 
現役生のみなさんは、明⽇食べるものの参考にでも。現役生以外のみなさんは、落ち着

いて大学を訪れられるような⽇がくれば是⾮、関大弓道部を味わいにきてください…！ 
 

 

 

カツ丼 僕は福井県出身で福井で言う「カツ丼」は皆さんがイメージする卵とじのものではな
く、ソースが染み込んだ「ソースカツ丼」です。僕はそれが好きで、福井県⺠のソールフードに
なっています。是⾮みなさんもソースカツ丼を食べに福井に来て下さい！ 

 

 

 

↓その他 1票獲得 
1学舎の天津飯 

唐揚げ丼 

かぶりつきチキン 

ファミマのメロンホイップパン 

煮玉子のおにぎり 

明太マヨおにぎり 

マッチ缶 

企画を通して地元の宣伝をされてしまいました…。いつか食べに行きます！ 
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関大前の好きなお店 
 
コロナが収束し始めた時期に外食が可能（制限あり）となりました！  
これから先コロナが収束し、自由に部員同士が食事に行けることを願い、今回は部員たちの好きなお店
についてご紹介いたします。 
 
3回生 髙本真生 

諭吉 
 
僕の関⼤前の好きなお店は諭吉です！！一回生の
頃からコロナ禍で外食が禁止されており、関⼤前の
お店で食べる機会がありませんでした。⼆回生の 12
月頃にコロナが収束し始め(現在は再び波がきてし
まいましたが)、制限はあるものの外食が可能にな
りました。その中で同期⼆人と後輩一人と自分を含
めた四人で初めて行ったのが、この諭吉というお店
です！美味しかったのは勿論のこと、思い出が⼤きかったので今回好きなお店として挙げさせていただ
きました笑。僕が食べたのは魚介⾵味醤油ラーメンあっさりで、疲れた身体に染み渡る至極の逸品でし
た！ラーメンの他につけ麺もあったので、コロナがまた収束すれば食べてみたいなと思います！ 

 

 
4回生 坂田康樹 

豚人(ブタンチュ) 
 
私が好きな関前の店は豚人(ブタンチュ)です。 
福岡出身の私にとって、スープは豚骨！麺は細
麺！これが命！！！ 
主なメニューは 4つ！ 
豚骨を⻑時間煮込みニンニクを⼊れ、背脂・黒胡
椒で仕上げた「とこ豚骨」と「とこ塩豚骨」、豚骨
スープと和⾵スープを掛け合わせあっさりした仕
上がりの「醤油豚骨」と「塩豚骨」があります。 
そして、麺は 9種類！ 
王道の細麺、唯一無⼆のドラゴン麺、伝統の全粒粉麺、震える辛さの新辛麺、プリプリした多加水麺、そ
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の他卵麺、海苔麺、ちぢれ麺、中華麺。 
こんなに麺の種類が多い店は福岡でもなかなか見たことありません…。 
さらに、豚人は替え玉が無料なため 1回で 36通りもの食べ⽅を楽しむことができるんです！ 
僕は、スープは豚骨！麺をわざわざ太くしたり、縮らせたりする必要はない！という考えのため、「とこ
豚骨」×「細麺」しか食べたことないのですが…。 
福岡県⺠が認めるほどのサラッとしていてかつ濃厚な豚骨スープ、細麺バリカタという最強の組み合わ
せで、本格派豚骨ラーメンを堪能したい⽅は是⾮⾜を運んでみてください！！！ 
 
 
4回生 原杏奈 

ビックマウンテン 
 
私が最近よく食べているのは、関⼤の正⾨を出てすぐのところにあるビックマウンテンのローストチキ
ンプレートです！ 
ローストチキンプレートは、⼤きなローストチキ
ン、⽩⽶、フライドポテト、サラダ、漬物が⼊って
います。このお店は注⽂をしてから作ってもらえ
るので、多少時間はかかるものの、温かく一番おい
しい状態でお持ち帰りができます。ローストチキ
ンは香草の香りがよくついていて柔らかく、ぺろ
りと食べられます。チキンの下のご飯は⾁汁がし
みこんでいてとてもおいしいです。たまにフライ
ドポテトが多すぎてパッケージの蓋からはみ出し
ていることもあります。このように、一つのプレー
トの中にぎゅっとたくさんのおいしいものが詰め
込まれており、Sサイズでも十分満⾜できます！ぜ
ひ食べてみてください！ 
 
 
4回生 岡衛門 

パリワール  
一回生の頃 2週に 1度は通ったインドカレー店である。同期の岩上と 2人で行くことが多かった。 
このお店はコース料理形式だ。飲み物は、彼は⼤人ぶってチャイを、私はマンゴーミルクラッシーを頼
む。そして、サラダがやってくる。ドレッシングがとても美味しく、これでカレーを迎え⼊れるお腹の準
備ができあがる。そしてスープの後にカレーが来る。おすすめは普通のチキンカレーだ。一度豪華な具の
カレーを頼んだが浮気はするものではなかった。普通が 1番である。 
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ナンは一枚⽬はハニーナン、おかわりの⼆枚⽬
は普通のナンという組み合わせがベストだ。特
にハニーナンの甘さとカレーのスパイシーさの
組み合わせは格別である。最後にアイスが出て、
コースの価格は 1000円を切る。 
この料理と共に、岩上と毒を吐き合うことがと
ても楽しかった。自粛が明けたら、また毒を吐
きにパリワールに行きたい。 
 
 
 
 
4回生 上谷建斗 

タージマハル 
 
「おいしい。」これがタージマハルのカレーを
食べて感じる最初の感想である。辛味と旨味の
調和が取れており、酸味がアクセントになって
いてナンが進む。インドカレーとして成⽴して
いるかつ、食べやすい。そして、お店や従業員
の雰囲気も良く、人に紹介しやすいお店である
ことは間違いない。 
いつも関⼤前通りでビラを配る為に人が⽴っ
ていて、ビラを貰うとお店の LINE登録もでき
る。コテコテのナマステ LINEが頻繁に来るこ
とは覚悟しなければならない。 
おすすめは、チーズナンである。チーズたっぷ
りで食べ応えがあり、かなり美味しい。本格派というより、⽇本人
にあうカレーを提供していると思う。 
関⼤前の通りから少し外れているため、空いていることが多く穴場
スポットかもしれない。 



 
 

新型コロナウイルス感染対策 

・道場外での取り組み 

部員の体調管理の為、毎朝自宅での検温を行い、朝⾷の有無と睡眠時間

とともに報告しています。また、感染状況に応じたガイドライン(学校や

飲⾷店、アルバイト先など様々な場⾯においての行動様式)の作成も行な

っております。 

・道場内での取り組み 

道場での感染対策については、⼊室時に⾮接触体温計による検温とアル

コール消毒をおこなっているほか、一時間ごとの⼿洗い、⽮取り前後の

⼿の消毒、一⽇の練習終了後の扉や窓、⼩物類の消毒などを徹底してい

ます。道場内の換気についても、窓を開け、扇⾵機を常時稼働させてい

ます。一度に道場に⼊る事の出来る⼈数を 35 ⼈までとし、密にならな

い様に工夫して練習を行なっております。（２０２２年２月現在） 

・最後に 
昨年は、コロナウイルス第 4 波、第 5 波が猛威を奮っておりました。そ

れに伴い、練習形態を 4 つの班に分け、1 ⼈あたりの活動時間を 1 ⽇ 4

時間以内での制限された時間での活動となりました。そのため、班ごと

の接触を完全に無くすなど、厳しい制限の中での活動となりました。し

かし、部員の徹底した感染対策により、有り難い事に⼤学側から特別に

練習の許可を頂き、インカレやリーグ戦に向けて⽇々精進する事が出来

ました。まだまだコロナウイルスの影響は続くとは思われますが、今ま

で通り徹底した感染対策を実施し、今シーズンも励んでいきたいと思い

ます。 
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総合情報学部 ⼆回⽣ ⽥村陽向 

 

 
 

１． 部を通して⾊んな考えを持つ同期
や先輩と接することができて⽇々
成⻑を感じ取れるので魅⼒的だと
思います。 

２． 練習や⾏事を通して⾃⾝の確かな
成⻑や“関⻄⼤学体育会弓道部”の
一員に帰属している事を実感でき
ることです。 

３． 変わりませんでした。⾃分は⾼校時
代に剣道部で礼儀作法も学んでい
たこともあったりと、特段変わった
ことはしていないと感じました。 

４． 受動的な⾃分を改め、考えを基に⾏
動することです。 

１． 練習中の雰囲気がとてもよく、先輩
⽅も素敵な⽅ばかりでとても楽し
いです。 

２． 礼儀作法を学べることと、弓道を好
きになれることです。 

３． ⼊部前は一⼈一⼈個⼈でひたすら
練習するイメージがありましたが、
実際⼊部してみるとコミュニケー
ションを⼤切にしながら部員みん
なで、互いに切磋琢磨しながら練習
していました。 

４． 弓道部の一員として恥ずかしくな
い⼈間になることです。 

初心者と経験者に

インタビュー 

環境都市⼯学部 ⼆回⽣ 向井蓮 
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社会学部 ⼆回⽣ 岡本晏実 

1．姉の弓道の試合を何度か見に⾏って、選
⼿たちのかっこいい姿を見て⾃分もや
ってみたいと思ったことがきっかけで
す。 

2．私にとって好きという気持ちを持って
一⽣懸命頑張れることが弓道だと思っ
たので⼤学でも続けるべきだと思った
からです。 

3．皆さん弓道が⼤好きという気持ちが強
いなという印象です。私も頑張ろうとい
う⾵な刺激をすごく受けます。 

4．いろんな⼤会に出て活躍できるような
強い選⼿になって関⼤弓道部に貢献す
ることです！ 

経験者 

1．中学⽣までの間、⽔泳・陸上を⻑い年数や
っていたのですが、⾼校⽣になって全く違
う系統のことを始めてみたいなと思った
のがきっかけです。 

2．⾼校⽣の時に⼤会で納得のいくような結
果を残したことがなかったので、⼤学では
もっとうまくなって試合などで活躍して
みたいと感じたからです。 

3．弓道を真剣に取り組んでいる⼈が多く、そ
の分レベルが⾼いというのが一番強い印
象です。部員は明るい⼈が多いなと思いま
す。 

4．チームの第一線で活躍する選⼿になるこ
とです。 
 

社会学部 ⼆回⽣ ⾨⼝陽樹 

 
4 ⼈を一言で表すと・・・ 

⽥村陽向 
みんなを笑顔にする太陽的存在 

岡本晏実 
天然さもある弓道部の華 

向井蓮 
頼りがいしかない男 

⾨⼝陽樹 
やる時はやる、的貼り名⼈ 
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試合前のモチベーションの

保ち方 

 
  

1． 試合前、いつも通りの⼒を発揮する為の緊張を
ほぐす⽅法⼜は集中を高める⽅法 

2． 試合前のメンバーの⽅々は試合に対してどんな
会話をしているのか、どのような気持ちで試合
に臨もうとしているのか。 

以上について男女メンバー各 3人に話を聞いた。 

1．自分は試合前になるととても緊張してしまうので、とに
かくこれまでの成功体験や良いイメージを持って試合に臨
むようにしています。また、射位に⼊る前には、呼吸をしっ
かり整え、集中⼒を高めて、「普段通りやれば大丈夫」と自分
に言い聞かせて臨んでいます。 
2．試合の前には、「弱気にならずアグレッシブに」「やりきろ
う」「最後まで絶対に諦めない」などの言葉をチームで掛け合
い、これまでの練習、努⼒を信じてやりきるという気持ちで
試合に臨んでいました。 
 

佐々⽊ 大河（⼆） 

1．⼊場前にジャンプをして顔を数回振ることが高校
の時からのルーティーンです。これは試合に限らず、
練習の⽴でも行なっています。肩の⼒を抜くため、集
中するためであり、「いつも通りだし大丈夫。」と思え
る要因にもなっています。 
2．いつも通り、自分たちらしく行こうとよくおっしゃ
っていました。部員全員で同じ⽬標に向かって戦って
いることを自覚し、どのような⽴場であっても全⼒で
試合に挑もうという気持ちが強かったです。 

 
 

吉村 涼（⼆） 
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1．私はすぐ緊張してしまう性格なので緊張をほぐすと
いう⽅法は行っていません。この緊張をどうコントロー
ルするかということを考えています。今まで自分がやっ
てきたことを素直に信じて、自分ができることを精一杯
やり切るということを毎回意識しています。それができ
ると自ずとチームへ貢献できているということを、試合
を通じて実感しました。 
2．大⽅、自然体でいる人が多いです。普段の会話と変わ
らないような内容を話しています。自然とチーム全体で
緊張しすぎない、リラックスした状態を作り上げている
感じです。おそらく、それぞれ不安に思う気持ちもあり
ながら、自分ができることを最大限発揮しようと考えて
いると思います。 
 

 

國⽶ 雄太（三） 

1．私は試合前の緊張を解すために、周囲の人と会話するというこ
とをしています。試合前緊張するけども頭を空っぽにするために、
たくさん話してみようと考えました。人とたくさん話してみると
凄い心が軽くいい緊張感で射位に⼊ることが出来ました。自分一
人の世界に⼊るのもいいですが、周りと今の気持ちを共有してお
互いを理解して共に戦うという空気作りは大切だなと実感し、ず
っと試合前は会話を続けています。あと、緊張を紛らわせようと
して練習でしていなかったことを急にしないということも意識し
ています。変にストレッチをしたり、必要以上に巻藁を引きにい
ったり、ルーティーンを変えないようにしています。緊張を味⽅
につける行動を意識しています。 
2．私たちは試合前、「次〇〇大学だから緊張する」みたいなこと
も話しますが、そればかり話して緊張を増してしまうのは試合前
には良くないなと考えて、ポジティブな話をするように心がけて
います。「私たちならできる！〇中しよう！」とか「相手のことは
考えず自分たちに集中しよう」と言った言葉が円陣ではよく出て
きます。 

 
植⽊ 鈴華（三） 
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1．緊張をほぐす⽅法として、周りとのコミュニケー
ションを取ることがあります。声を発することはリ
ラックス効果があると言われているので、試合前の
付け⽮までは会話を欠かしません。そして付け⽮が
終わってから試合時間までは今の自分の射癖につい
てと射技で注意するポイントのみを考えて集中を高
めています。 
2．会話としては、何気ない⽇常会話が多いです。内
容は毎回違います。また気持ちとしては、自分の弓道
をしている⽬的について考えています。自分のこと
を応援してくれている人のこと、何のために勝つの
かなどを考えています。 

 

1．まず初めに大きく、深く、うわずっている気持ち
を下に下げるイメージで⽬を瞑って深呼吸します。
その時に自分が理想としている射で引いて的に中っ
ている様子をイメージしています！そうすると緊張
も落ち着くし集中も高まります。 
2．ずっと言っているのは、いつも通り、自分の射を
しよう！です。緊張していたら緊張していることを
口に出して、ポジティブで前向きな言葉でお互いの
緊張をほぐしあっています。試合には失敗が怖いで
はなく、わくわくした気持ちで臨むようにしていま
す。 

 

菅野 竣介（四） 

注：佐々⽊、吉村は試合時の写真を写真の為、
菅野は記念撮影の為にマスクを外していま
す。 

奥野 早紀（四） 

皆さん回答ありがとうご
ざいました。 
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座右の銘・好きな言葉 
  

私の好きな言葉は、とある曲の一節である「自分に言い聞か
すこれはまだ序章 高く飛び上がるためにある助走」です。 
関大弓道部に入部してからの日々は決して成功ばかりでは
ありませんでしたが、この言葉を自分に言い聞かせて苦境を
乗り越えてきました。あとは飛び上がるだけです。 

Inscription of the right 

「天才とは１％のひらめきと 99%の努⼒である。」 
何事も最初から上手くできる人はいません。だから努⼒は必要
となります。しかし、この言葉の真理は僅かなひらめきがなけ
ればその努⼒は無駄になるということです。この言葉は努⼒す
ることは当たり前で、そのうえで自分なりに考え、何かを思い
つくことが必要だと教えてくれました。とりあえず突っ切って
しまいがちな私にはこの言葉がぴったりであり、考えて行動す
るきっかけをくれる良い言葉です。 

 関西大学体育会弓道部には現在 100名近い在籍者がいます。それぞれの個性は千差万別。人の数だけ
考え⽅もあります。今回はその中で個人が信念として持っていたり、大切にしていたりする「座右の銘・
好きな言葉」についてインタビューを行ったので紹介していこうと思います。 
ちなみに、かのボクシング世界チャンピオンの具志堅⽤高氏は座右の銘を聞かれ、「僕は大体、両⽅

2.0 かな」と答えたそうです。…、いやそれ左右の⽬だし！という皆様からの突っ込みが入ったであろ
うことを願いつつ、部員の回答にいきましょう！ 

福田 建(二) 

河内 翔汰（二） 

編集者より； 
新人戦では大前、大阪府選手権・関西選手権では Aチームの
弐的を任された福田。ぜひともこのまま上昇気流をつかんで
ほしいです！私も負けていられません。 

編集者より； 
初心者で入って 1年、日々コツコツと練習を重ね、成長を続け
ている河内。今後の彼から⽬を離せません！ 
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僕の好きな言葉は「楽して行動する」です。 
これは決して楽するというマイナス的な意味ではなく、変
なことを考えて気負いせず行動するという意味です。実際
に自分は緊張したり大事な局⾯になったりするといつも通
りの⼒が出せません。しかし、そういった時は変なプレッ
シャーを感じずに楽しく気楽にやろうと思って行動すると
案外上手くいくので、これからもこういった行動をして良
い経験が出来たらなと思います。 

好きな言葉は「やらぬ後悔よりやる後悔」です。 
意味は読んで字の如く、「行動せずに後悔するより行動を起
こして後悔する⽅が良い」という意味です。 
出来なかったことを悔やんでも過去に戻れるわけでもなく、
気が晴れるわけでもないからです。一⽅でやることをやり切
って失敗したなら割り切れます。また、「やるか・やらない
か」というより、「やるかどうかを選択するか・しないか」が
重要だと考えています。自分で考えて選択できるようになり
たいという気持ちも込めてこの言葉を選びました。 

江崎 将史（三） 

宮本 紗衣（四） 

 
 

一日を大切にせよ 
その差が人生の差につながる 

できると決断しなさい 
⽅法などは後から見つければいいのだ 

編集者より； 
高槻市から自転車で千⾥山の道場まで来ている江崎。精神
論では「楽して」というものの、肉体的にはハードモードの
道を歩んで、、、否漕いでいます。 

編集者より； 
新人監督として日夜忙しくしている宮本さん。新人監督
としても選手としても後悔のない 1 年を過ごしていただ
きたいです！ 



 

 

～関大弓道部を支える仕事～ 

 

  

 

ホームページ班     

主な仕事は、活動予定や戦績、トップペ

ージの更新です。どのようなホームペー

ジが見やすいかなどを日々考え⼯夫して

作成しています。 

 

記録係     

記録係では、賞状やトロフィーの管理、

ビデオ・写真の管理、判付け帳の管理な

ど、多くのデータや記録の管理を行って

います。 

 

スカウト育成部 

スカウト育成部は、関大⼸道部に多くの人

に入部してもらうことを⽬的とし、高校の

大会の視察や撮影をして将来の戦力となる

部員を選定したり、高校⼸道部と接する機

会を作ったりなどの活動をしています。 



 

 

  

 

インスタブログ班 

インスタブログ班では大会や行事などの

度に、今どんな活動をしているのかを分

かりやすく Instagram やブログを通して発

信しています。日々の活動がよくわかる

ので、ぜひ確認してみてください! 

 

営繕班 

営繕班は主に壊れたものの修理をしてい

ます。２０２１年末の清掃では、ドアの

滑⾞を替え、⼸具庫の整備を行いまし

た。現在は巻き藁の⾬よけを作成しよう

と奮闘中です。 

 

メンタル班 

試合で練習と同様のパフォーマンスがで

きるようにするため、「⼼」の⾯の学び

と実行の促進を⽬的として活動していま

す。メンタルトレーニング本の紹介や部

員インタビューを行っています。 



 

 

 

 
 

Twitter 班 

Twitter 班は、試合の結果ツイートや普

段の活動の様子、DM での質問の受け

付けなど、関大⼸道部のことを知って

もらおうと楽しく活動しています! 

 

筋トレ班     

筋トレ班では、部員が筋力をあげて的

中率をあげられるように、トレーナー

と相談したりデータ収集を行ったりし

て、部員に最適な筋トレをしてもらう

ことを⽬指して活動しています。 

 

PV 班 
PV 班は名前の通り、公式戦前や式典で流

すプロモーションビデオを作成する班で

す。日々の活動の記録をもとに編集され

たプロモーションビデオは試合前の選手

のモチベーションや団結力を高め、⼸道

部の伝統を改めて実感させてくれます。 

 

⼸陵便班 
⼸陵便班では、年に一回の⼸陵だより発

行のために日々活動しています。内容は

⼸に関連するものだけでなく、部員のフ

ァッションや私生活など様々な視点から

関大⼸道部の「今」を伝えられるよう努

めています。 



巻き藁のおはなし 
弓道を始めて、初めて矢を射る

的が「巻き藁」です。名前の通り、

藁を束ねたものが主流ですが、

ポリプロピレン製のものもあ

り、関大弓道部では後者を使用

しています。サイズは尺二寸（直

径３６ｃｍ）から尺五寸（直径４

５ｃｍ）まで様々です。 

初歩のころは射型の固定のた

め、巻き藁でかなりの矢数をか

けます。習熟した後でも、的前で

の暴発防止や射型の確認のため

練習前に巻き藁で数本引いて調

整する人が多くいます。 

本学弓道場では、的場

裏と射場内に巻き藁

が設置されています。

危険防止のため、必ず

弓一丈分の距離を保

って練習ができるよ

うに、石畳で立ち位置

の目安を設けていま

す。また、大三以降の

状態の人の後方を通

らないことや前後の

安全を確認してから

矢を抜くことを徹底

しています。 

試合前では、付け矢なしでいきなり

的前で引くこともあるので、巻き藁

での調整が重要になってきます。こ

のため、普段から的前を意識して巻

き藁で練習しています。 
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～部員の一日の練習量～射を直すための工夫～ 
 昨年も新型コロナウィルスの影響により、思うように練習ができない日々が続きました。道場に入れ
る人数の制限により、班ごとに分かれたセパレート練習をしていた期間もありました。その後は、約 1 週
間、セパレート練習を解除した正規練習を行いました。そんな中での部員たちの一日の練習量と、射を直
すための工夫についてご紹介いたします。 
 
① 1 日の道場・自宅での練習時間(セパレート期間とセパレート解除後の練習期間の 1 日の平均時間) 
② 改善中の射を直すための工夫、監督・コーチからの指導など 
 
 

4回生  

田熊健太 

 
 
 
 
① 4 時間 
② 自分は、理系のため他の部員より練習時間は短くなってしまいますが授業や研究室の合間を縫って道

場では 1 日平均 4～5 時間程度練習しています。それでも練習が足りない日や出来なかった日は家で
ゴム弓をしています。 
監督やコーチからはよく弓手の押しや肩を入れることや引きすぎていると指導を受けており、これは
自分でも出来ないと的中を出すことは出来ないとわかっているのでこれらを直すことに頑張ってい
ます。直すために意識していることは、自分は同時に直すことが出来るほど器⽤ではないので優先順
位をつけて 1 つ 1 つ確実に直すようにし、人それぞれ直し⽅は違うと思うので自分に合った直し⽅
を探すことを意識して練習しています。 
 
 

4回生  

今村彩乃 

 
 
 
 
① 5 時間 30 分 
② 私の場合、周りの同期に頼りすぎないよう(意見が多いと混乱してしまうので…)自分で考えを整理し

てから引いたり、それでも納得できないときは同期に聞いたりして練習するようにしています。 
また、的前で沢山練習することも大切ですが、「肘ちゃんと入っているかな。」と不安になった時は、
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鏡の前に⽴って直ぐ確認するよう気を付けています！そのまま引き続けるよりも逐一確認する⽅が、
他のことに気を取られず今自分が意識している事に集中できると思っています。 
 
3回生  
森本修一 

 
 
 
 
① 4 時間 
② 私は射に改善すべきところが⾮常に、⾮常におおいので、少し分からなくなったらすぐに上回生に聞

いたり、同期に気になるところを確認してもらったりしています。 
しかし、教えてもらったことをすぐに実行できるわけでもなく、また、自分に合わなかったりもする
ので、それらを確認するために、1 度指導を貰ったら基本的に少し自分で考え、見直す時間を取るよ
うにしています。 
そのうえで、現状自分がここを気にしたら、こんな射になって、安定した的中を出すことができるよ
うなポイントをメモに書き出すようにして、道場に向かう途中の電車とかで確認するようにしていま
す。 

 
3回生 濱田来夢 

 

① 4～5 時間 
② 私は一度に沢山のことを意識しすぎて射が崩れてしまったことがあるので、改善すべき射癖に優先順

位をつけ、優先順位の高いものから直すように工夫しています。他にも鏡で自分の射を見ながら引い
たり、射を動画撮影して見返したりしています。二回生監督の⽅に見ていただくこともあります。ま
た、図書室に行って本を読むこともあります。 
 監督・コーチからは、何故その射癖が出てしまうのか、何が原因なのかを詳しく指導していただい
ています。指導していただいたことはメモに控えておいて、後から見返せるようにしています。また、
二回生監督の⽅に見ていただくときに、監督・コーチに指導していただいた内容を伝えてから射を見
ていただくこともしています。 
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２回生 

齊藤伊吹 

 
 
 
   
 
 
① 5 時間 
② 僕が射癖改善のために練習で意識していることは先輩やコーチ、監督から指導頂いたことをその場で

体現・体感するということです。自分の射癖をすぐに直そうとするのは難しいですが、特にセパレー
トでの期間は道場で⽮数をかけることのできない現状があったからこそ練習での質が求められまし
た。その質向上のために指導頂いたことをその場で実行し自分のものにする必要がありました。 監
督・コーチからの主なご指導は「基本に忠実になる」ということです。例えば、足踏みの開く角度や
取り懸ける前の弓の位置などが挙げられます。僕の射癖としては⾺手肩が抜けるということにありま
したが、先述のような基本ができていないと手先に⼒が入ってしまうことで自分の射癖が起こること
に繋がってしまいます。監督・コーチが指摘して下さる「基本」を体現することで射の美しさや的中
を出すことに繋がっています。  

 
2回生 吉村涼 

 

① 3 時間 30 分 
② 監督、コーチからは大三の位置や引き分けの軌道、会を一定に収めるよう指導して頂きました。⽬に

見える射癖に囚われるだけでなくそこに至るまでの過程を見直すべきだと改めて感じ、意識して練習
しています。また、狙いが安定していない為、大三～会を毎回一定にすることを意識して練習してい
ます。授業の関係上、多くの練習時間を取れる訳では無いので、意識する部分を絞り 1 本 1 本丁寧に
引くことに気を付けています。長い時間練習できる時であっても集中し続けることが苦手なので、射
癖を治すことに集中して、自然と射数を伸ばせるよう考えて練習しています。しかし、まだまだ無駄
が多いので減らしていけるよう取り組んでいきたいと考えています。 
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弽の紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Q.こだわっている部分はどこですか？ 

 

A,自分が弽のこだわっている部分は、徹底的な湿度管理です。

弽は革製なので、様々な乾燥剤を用いて研究しました。 

 

 

Q.気に入っている部分はどこですか？ 

 

A,色です。一般的な色にしようと思いましたが、他の人と見分

けが付きやすいように変わった色にしました。これによってよ

り愛着が湧きました。 

Q.こだわっている部分はどこですか？ 

 

A,弽帽子の空間、控えの長さ、オーダーメイドをしてもらう事

の 3 点です。特にオーダーメイドであることは、取り懸けをす

る中指のフィット感につながるので数種類試した上で現在の弽

にしました。 

 

 

Q.気に入っている部分はどこですか？ 

 

A,前々主将の弽と同じ種類の「寛鋭」という弽で、見た目の格

好良さに惹かれました。また、こだわっていた部分が全て備わ

っていたので、全てにおいて気に入っています。 

髙橋 優介（四） 

菅野 竣介（四） 



 

ゴールドスタンダード：甘い 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ビーレジェンド：味の種類が豊富 

 

みなさん！筋トレをしているだけで満足していませんか？トレーニングを

しながらたんぱく質を摂取することで筋肉を効率的に増やすことができま

す。たんぱく質は筋肉の最も重要な材料です。そこで、弓道部員もおすすめ

のプロテインをご紹介します！

⾼たんぱくかつ他の
栄養素も効率よく吸
収したいあなたに！ 

低価格！⾼品質！溶けや
すくダマになりにくい！
を求めているあなたに！ 

良い筋⾁は良い
⾷事から！ 

ホエイプロテインというたんぱく質が多く含まれていま

す。また、アミノ酸などの運動後の筋肉の回復や発達の促

進をしてくれるたんぱく質以外の栄養も含まれているの

でおすすめです。 

味は結構甘めで、プロテイン独特な匂いや味が感じにくい

ため、プロテインの味が苦手な人でも飲みやすいです！ 

 

モンドセレクション最高金賞受賞と品質の高さが認め

られています。質が良いのに低価格で、味の種類が豊

富なところが長所です。 

いろんな味が楽しめるので飽きずに飲めます！ 

ベリベリベリー風味と激うまチョコ風味が人気です。 

３回⽣ ⼤江 達也 

４回⽣ 菅野 竣介 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

エクスプロ—ジョン：おいしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

サラダチキン：プロテインが苦手・飽きた人に！ 

 

マイプロテイン：コスパ最強！ 

価格の安さ重視、様々な味
を楽しみたいあなたに！ 

６０種類以上もあります！珍しい味もあってかなり楽しむことが

できます。フレーバーによっては２５０ｇから販売されているも

のもあるので気分によって新しい味に手が出せます。 

常に何かしらのセールを行っているので、安く手に入ります。 

味は無難にナチュラルチョコレートがおすすめです 

 

４回⽣ 宮本 紗衣 

価格・味・栄養素のバラン
スを重視するあなたに！ 

重量挙げの人や PG のマッチョ達もバランスが良いとオスス

メする代物。とにかく価格・味・栄養素のバランスが良い。 

特に、ミルクココア味がおいしいと人気！ 

朝にお湯で割って飲むのがマイブーム。太陽の光を浴びたよ

うに体中の筋肉が喜びだす感覚がくせになる… 

次はカフェラテ味買う。 

 

PG 後の空腹を満たす程よい分量と

燻製風味の食感が体に染みわたりま

す。プロテインだけでは物足りなさ

を感じる人におすすめです！ 

2021 年度卒 髙平 愛花 

4 回⽣ 上野 康⽣ 
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第二回料理コンテスト結果発表 
 
 
 

 

優勝      中西啓(令和三年度卒)「もやしのやつ」･･･７票 

  
 

2位   伊藤未麗 (令和三年度卒) 

「サーモンのガーリック醤油漬け丼」…5票 

 

3位   大江達也(三)「ネギ増し天津飯」…3票 

 

4位   足⽴拓馬(四)「海鮮パエリア～愛を添えて～」…2票 

酒井美咲(四)「ガトー・インビジブル」…2票 

 

5位   小原沙輝(三)「ニコモコ丼」…1票 
 
 

投票にご協力いただいたOBOGの皆様、 

ありがとうございました！ 

 



<材料> 
★アボカド 
★コーン 
★カニカマ 
★マヨネーズ 
★クラッカー 
 

<作り方> 

完成 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

部員の中から料理に自信のある人を募りました！ 

OBOGの方々に投票していただき、順位を決めたいと思います。 

投票方法は 110ページへ→ 

第三回料理コンテスト 

エントリーNo.1 足川茉南（4回生） 

下宿での最初の自炊料理 

（料理へのコメント） 

母にラインで教えてもらった手軽に作れ

る料理の一つです。包丁を買って初めて

作りました！ 

具材はあえて⼩さくせず、
ゴロゴロ感を強調しまし
た。味も量も⾃分好みに調
整できます。おつまみにも

おすすめです！ 

1．アボカド、カニカマを
程よい⼤きさに切る。 

２．ボウルに切った具材とコ
ーン、マヨネーズをお好みの
量⼊れて混ぜる。 

クラッカーに載せて出来上が
り！！ 

これなら料理が苦⼿
な⼈でも簡単に作ら
れそうですね！皆さ
ん是⾮作ってみてく

ださい！  



 

 

1.中火で熱したフライパンにバターをひ
き、ごはんを加えて炒めます。 バターが
ごはんに馴染んできたらケチャップを加
えて中火で炒めながらよく馴染ませま
す。 

2.耳、顔、胴体、手足に分け
てラップに包んで成形しま
す。 
 

3.ボウルに卵を割り入れ
て溶いたら、濾し器を使
って漉します。 

5.お皿に成形したご飯盛り、卵を乗せます。 
仕上げにスライスチーズと焼きのり、ケチ
ャップで顔をつけて出来上がりです。 

完成 

 
エントリーNo.２ 佐々木大河（２回生） 

オムライズー 

(料理へのコメント) 

料理コンテストへの誘いが来た時に、きよら卵のCMを思い出して「これしかない

っ！」と思い、作らせていただきました！ぱっと見は難しそうに見えるかもしれな

いですが、意外と簡単に作れました！男の子も女の子も好きな人に是非作ってみ

て下さい！！ 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<材料> 
★ごはん 200g  
★有塩バター 15g  
★ケチャップ 大さじ 3 
★コンソメ顆粒 小さじ 1  
★サラダ油 大さじ 1  
★卵 2個  
★スライスチーズ 1枚  
★焼きのり 

1 番のこだわりとしては動物の表情です。
クマは可愛い寝顔、犬はクリクリの⽬がチ
ャームポイントです！布団はトロトロのオ
ムレツにしたかったのですが、何度トライ
してもスクランブルエッグになってしまっ
たので、ノーマルのオムレツにしました笑 
 

とにかく「可愛い」
の一言です！食べる
のがもったいないで

す。 

4.中火で熱したフライパンに
サラダ油をひき、たまごを流
し込んで焼きます。 

<作り方> 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

マヨネーズを加えることで味がマイルド
になりよりジューシーに仕上がります。
マヨネーズは揚げることで⾵味が無くな
りますので苦手な⽅でも美味しく召し上
がれます。⼆度揚げでカリッと！冷めて
も美味しい！ので是⾮作ってみてくださ
い。 

エントリーNo.３宮嶋優子（３回生） 

マヨネーズ唐揚げ 

（料理へのコメント） 

きれいに揚げることができました。マヨネーズを入れることに抵抗を覚える

方もいるとは思いますが、本当に美味しいので一度試してみてください。 

 

<材料>２人前 

★鶏もも⾁ 200g 

★(A) しょうゆ 大さじ 1 

★(A)酒 大さじ 1 

★(A)すりおろしニンニク 小さじ 1 

★(A)すりおろし生姜 小さじ 1 

★(A)塩こしょう 少々 

★マヨネーズ 大さじ 2 

★⽚栗粉 30g 

★薄⼒粉 20g 

★揚げ油 適量 

<作り⽅> 

１ .鶏もも⾁は
一口大に切る。
ジップ付きの袋
に⼊れ、(A)を
加えてよく揉
む。 

2 .全体がなじんだ
らマヨネーズを加
えてさらに揉み、
冷蔵庫で 30 分程
置く。 

3.ボウルに⽚栗
粉と薄⼒粉を混
ぜ合わせ、2 にま
ぶす。 

4. 鍋底から 5cm ほ
どの揚げ油を注ぎ、
170℃に熱し、3 を⼊
れる。中に火が通る
まで 3 分ほど揚げ、
油を切る。 

5. 揚 げ 油 の 温 度 を
190℃に上げて 4 を戻
し⼊れ、衣がカラッと
するまで1分ほど揚げ、
油を切る。 

6 .お皿に盛り付
けて完成です。 

完成 

マヨネーズを加えて作
る唐揚げは初めて知り
ました！揚げ物好きに
はたまりません      



 
 
エントリーNo.4 大下拓真(3回生) 

カルボナーラ 

（料理へのコメント） 

今までカルボナーラを作ったことは無かったですが、今回初めて

チャレンジしてみました！！ 

1人暮らししているので、時短で素
早く作ることができるレシピにしま
した。チーズの量はお好みでもっと
⼊れても美味しく作られると思いま
す！色んなアレンジをして作ってみ

てください！ 

<材料> 
★パスタ 100g 
★お湯 1000ⅿl 
★塩 小さじ２ 
★厚切りベーコン 80ℊ 
★ニンニク 3ℊ 
★オリーブオイル 大さじ１ 
★黒こしょう 少々 
★ソース 
★牛乳 150ml 
★チーズ 40ℊ 
★卵 1個 
★粉チーズ 大さじ２ 
★コンソメ 1/2個 
★塩 少々 
 
 
 
 
 
 
 

<作り⽅> 

1．厚切りハーフ
ベーコンは 1 ㎝
幅に切る。 

2.ボウルにソースの材料を⼊れ、泡⽴
て器でよく混ぜ合わせる。 

3.お湯を沸騰させ
た鍋に塩、パスタを
⼊れ、パッケージの
表記時間より 1 分
程短く茹で、ザルに
上げて湯切りする。 

4.フライパンにオリー
ブオイル、1 を⼊れて
中火にかけ、ニンニク
の香りが⽴ったら２
を⼊れ、薄く焼き色が
つくまで炒める。 

5.パスタを⼊れ、全
体がなじむまで中火
で炒め合せる。 

6. 弱火にし、ソース
を⼊れてピザ⽤チー
ズを溶かし、全体に
とろみがついたら火
から下ろす。 

7. 器に盛り付け、卵
黄をのせ、粗挽き黒
こしょうを散らす。 

完成 

カルボナーラは個人的
に大好物なので、絶対
作ります！パンと一緒
に食べたいです！ 



 

エントリーNo.5 酒井美咲(4回生) 

パスタフリット 

（料理へのコメント） 

酒に合わせるおつまみとして最高です。もっと揚げても良かったか

なと思いました。 

<材料> 
★パスタ(適量) 
★油（適量、何でもいいです） 
★塩（適量） 
 
 
 
 
 
 
 
 

カリカリが好きなのでカリカ
リになる⾊になるまで揚げま
した。揚げ物なので健康を考
慮して一応オリーブオイルを

使いました。 

<作り⽅> 

1.パスタが⻑かった
ので折ります。 

2.鍋に油を⼊れて適当にパス
タを投⼊します。 

3.こんがり焼けました。キッチンペ
ーパーの上に置いて油を切ります。 

5.思ったより量が少なかった
ので、家にあった餃⼦の⽪も
揚げました。 

6.それなりに塩を振ったら完
成です。ワインに合うらしい
ので⾚と⽩を⽤意しました。 

完成 

お酒好きにはた
まらない一品で
すね！簡単に作
られそうなので
今度作ってみま

す！ 



 エントリーNo.6 大江達也（3回生） 

プロテインケーキ～筋肉へのご褒美～ 

（料理へのコメント） 

これは料理と筋トレをミックスさせた素晴らしい発明です！！時間がない

時は筋トレだけしてます！！ 

<材料> 
★卵 3個 
★水 370㏄ 
★おからパウダー大さじ４ 
★砂糖 大さじ１ 
★プロテイン 50ℊ 
★バナナ 1本（お好みで） 
 
 
 
 
 

いかに筋肉を追い込むかが
この料理の命です。ケーキ
の完成を想像すれば、苦手
な筋トレも夢中になるか

も！？ 

<作り方> 

1.卵を溶く。 

２.プロテイン以外の粉類を
全て入れて混ぜる。 

３.水類を入れて混ぜる。 

5.炊飯器オン！！お米を
炊くときと同じで大丈夫
です。 

６.<最重要工程>出来上
がるまでにどれだけ筋肉
を痛めつけるかが最も重
要なポイント！！完成ま
でひたすら筋肉を追い込
みましょう！！ 

７.炊飯器から取り出したら
冷まして完成！！ 

４.プロテイン投入！！ 

完成 

筋トレ大好きの彼
は、なんと料理コ
ンテスト 2回連続
出場です！前回の
リベンジとなる

か！？ 



 エントリーNo.7 宮本紗衣(4回生) 

ピロシキ 

(料理へのコメント) 

一回生の時ロシア語の授業で作りました！お肉はジャガイモにしても美味し

いです。ピロシキの具は本当になんでもありで餡子を入れている人もいまし

たし、バナナを入れている人もいました。私は次は「ユーリ!!! on Ice」のカツ

丼ピロシキを作りたいです! 

<材料> 
・パン生地 
★塩 小さじ 1/1 
★砂糖 小さじ１ 
★ドライイースト 小さじ１ 
★強⼒粉（小⻨粉でも可）200ｇ 
★牛乳 60㏄ 
★卵 1個 
 
・中身 
★合挽ミンチ 150ℊ 
★たまねぎ 1/2 
★塩・コショウ・ナツメグ 少々 

最初は分度器みたいななんの工
夫もない閉じ⽅をしようと思っ
ていましたが、遠い一回生の頃
の記憶とググった写真を見なが
ら、見よう見まねでロシアっぽ
い包み⽅になるように頑張って

みました! 

<作り⽅> 

１.パン生地の材料を
全部⼊れてこねます。 

２.いい感じに丸まった
らラップをして 30 分く
らいねかせて発酵しま
す。 

３.その間に餡をつくり
ます。 

４ .玉ねぎをみじん
切りにして塩・コシ
ョウ・ナツメグをふ
って飴色になるまで
炒めます。 

５.お⾁投⼊。 ６.発酵させた生地をそれらしい
大きさにちぎります。 

７. 包んで 2 分ほど揚げ
ます。 
 完成 

ロシア語検定の勉強
をされている宮本さ
ん、流石です！！ 



 

<材料> 
a:キャベツ、キュウリ、塩だ
れドレッシング 
b:ちくわ、のり、チーズ、カ
レー粉、マヨネーズ 
c:ネギ、塩コショウ、醤油 
d:鶏皮、塩コショウ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 <作り⽅> 

食材はスーパーに行って、手
でちぎりやすそうな物を選定
する事がこだわりです！ネギ
の白い部分は火が通りにくか
ったのでガスコンロにじか焼
きするのが効率良いです！ 

エントリーNo.8 藤澤勇亮(４回生) 

酒のあてを決めたい!! 

（料理へのコメント） 

寮の共同キッチンで作ったので、綺麗な食器が無くて残念です。 

一番酒が進むのは「酒のあて」前に作って没にした「チャンポン」でした。あ

と、作った記憶があんまり無いかもしれません。 

完成 

１. まずは酒缶を
開 け 飲 み ま
す。 
 

2. キャベツ、キュウリは適
当にちぎりタッパーに入れ
塩ダレを入れる。冷蔵庫に入
れ、気が済むまで冷やす。 

３. ちくわをちぎったり、開いてみたりと好きな
形に形成する。その後焼く。 
１つ⽬は、チーズをのせてカリカリにする。2つ⽬
は、海藻をのせて磯辺焼きみたいにしたかった。3
つ⽬は、カレーマヨソースで味付け。 

4.酒をさらに飲みます。 

５.ネギをちぎって焼
く。お好みで醤油。 

６.鶏皮は焼き⽬がつくまで焼いたのと、パリパリ
の煎餅になるまで焼く、の 2酒類。焼きあがるまで
時間が掛かるのでもう一缶開けます。 

男飯って感じが好
きです！酒飲みに
はたまらないです

ね！！ 
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第三回料理コンテストいかがでしたでしょうか？ 

 

今回は 8名の部員が参加してくれました。 

 

皆さんはどの料理が気になりましたか？ 

私はどれも美味しそうで全部作ってみたいと思いました！！今の気分で言うと、ピロシキです！ 

 

料理コンテストの優勝者はOBOGの皆さんの投票で決定するのですが、どの料理が優勝してもおか

しくないです！ 

 

料理が苦手な人でも簡単に作られそうな料理から、凝った料理まで、本当にどれも美味しそうで今に

もよだれが出そうです！！今回をきっかけに料理ができる人が増えたらいいですね！ 

 

さて、料理コンテストの投票方法ですが、下の QR コードアクセス、または下記のメールアドレスに氏

名・卒業年度・一番良いと思った料理のエントリーナンバーを記入の上お送りください。 

 

期限は７月２０日までにお願いします。 

メール：kandai.kyuryodayori＠gmail.com 

皆様の投票をお待ちしています！！ 

 

 



 

 
 

 
  kandai 
collection 

岡本 晏実（二）▷ 

◁大江 達也（三） 

◁左：中井 美⾥（四） 

 右：岡﨑 小夏（四） 

kyudo 
vol.5 
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kandai kyudo collection vol.5  

 

こ、これはまさか、伝説の、、、 

コスプレぇぇぇぇぇぇ！ 

かっこよく生きる。 

上野 康生（四）▷ 

◁貫戸 彩花（二） 

小原 沙輝（三）▷ 

◁佐々木 大河（二） 
って、なんで足袋やねん。 
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名前 学部 出身高校 

石井 颯大 経済 郡山高 

川上 晃生 シス理 清風南海高 

河内 翔汰 シス理 西宮市⽴西宮高 

北川 玲 商 大手前高 

久保 祐果 環境都市 大阪桐蔭高 

小池 駿輝 シス理 大手前高 

⿑藤 伊吹 総合情報 大阪府⽴花園高 

佐々⽊ 大河 法 京外大西高 

竹ケ原 亮太 シス理 福岡高 

福田 建 文 徳島県⽴城東高 

松岡 晃希 総合情報 大阪桐蔭高 

向井 蓮 環境都市 牧野高 

森口 明久 経済 登美ヶ丘高 

⾨口 陽樹 社会 兵庫県⽴伊丹高 

池田 悠紀子 文 京都女子高 

植野 真緒 文 大阪府⽴佐野高 

令和４年度 ２回生✨ 
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岡本 晏実 社会 徳島市⽴高 

川根 菜央 商 寝屋川高 

貫戸 彩花 化学生命工 関大北陽高 

巽 羽雪 経済 大谷高 

田中 利佳 文 仁川学院高 

田村 陽向 総合情報 清教学園高 

野澤 陽菜 文 大阪市⽴東高 

福久 彩花 化学生命工 追手⾨学院高 

藤田 愛子 文 明石北高 

八⽊ 咲綾 経済 大阪府⽴生野高 

弓削 穂実 文 堀川高 

吉村 涼 人間健康 三重高 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
  ※この写真は記念撮影の為マスクを外しています。 
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令和 4 年度二回生の代は、弓歩会（きゅうふかい）（きゅうほじゃな

いよ！）です。過去50以上にのぼる回生名と被らないよう考えられ、

授けられた意味を紹介します。 

 

①弓道⾯だけでなく学業⾯、生活⾯においても 1 歩 1 歩着実に成長

していく。 

②｢歩｣は将棋の歩兵からきている。 

敵陣にはいると歩兵はと金に成り、金将と同じ動きをする。｢金｣=優

勝をイメージする。男女ともに金を掴みとる代になる。 

また、将棋に歩兵は 9 枚もある。それぞれを自分が勝つために動か

していくのを、団体戦の弓道に見⽴て、選手だけでなく仕事する人、

応援する人全員で、チームが勝つために最善を尽くす。 

③関西大学に入学して、体育会弓道部に入部して。各々が⽬標や夢を

見つけ、そのゴールに向けて進む歩幅は違えど、互いに切磋琢磨し合

い、28 人で 4 年間、大学生活をともに歩んでいきたい。 
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２０２１年 入部式 
令和 3 年 7 月１０日にドーンセンターにて、入部式を開催しました。 

２０２０年に引き続き、新型コロナウイルスの影響で例年とは違った入部式と

なりました。しかし、それぞれが自己紹介と 4 年間の抱負を緊張しながらも胸

を張って発表することができました。 

酒井先生、猪尾監督、宮本コーチからのお話ではコロナ禍での新・大学生活に

対する不安や励ましの言葉が語られました。また、学歌、逍遥歌は去年と同じ

く、感染対策の為つぶやく程度になりましたが、部員全員で歌い上げました。 

２０２１年度の新入生は、zoom を活用したオンライン練習が中心で、画面越

しでしか指導を受けられない状況でしたが、徐々に対面練習に戻り、直接指導

を受けられるようになりました。今後も感染対策を怠らず毎日の練習に励んで

まいりますので応援のほどよろしくお願いします。 

 



名前    学部    出身高校 弓道経験 
浅井 駿吾 環境都市 牧野高 初心者 

安地 晃紀 経済 関⼤一高 初心者 

伊藤 光翼 社会 ⼤垣商業高 SF 

謙  伊織 シス理 ⼤産⼤付属高 初心者 

小林 勇太 ⽂ 京都教育⼤付属高 初心者 

小林 ⾥樹 外国語 京外⼤西高 SF 

下川 拓実 商 宇部フロンティア⼤付属高 経験者 

⽩石 幸⽃ 化学生命工 牧野高 初心者 

新開 奏仁 ⽂ 小松明峰高 経験者 

多湖 伝我 経済 関⼤北陽高 初心者 

⽥端 翔太 ⽂ 東⼤⾕高 初心者 

⼟井 壮太 経済 六甲学院高 経験者 

濱⾕ 祐暉 シス理 四條畷高 初心者 

三苫 克己 シス理 伊川⾕北高 初心者 

森本 弘⼤ 商 西宮東高 初心者 

相原 香乃 ⽂ 梅花高 初心者 

泉  菜桜 社会 ⼤阪薫英女学院 初心者 

令和４年度 新⼊生紹介  



井上 来夢 シス理 山手女子高 初心者 

上本 紗奈絵 社会 鹿島朝⽇高 初心者 

岡⽥ 湖雪 法 京外⼤西高 SF 

小⽥桐 朱璃 商 豊橋商業高 SF 

北住 紗来 社会 川西緑台高 経験者 

玖山 陽菜 法 郡山高 経験者 

⾠⺒ 真生 社会 川西緑台高 経験者 

⼟井 睦子 法 北千⾥高 初心者 

⾺場 ⿇由香 ⽂ 第一学院高 初心者 

福本 梨夏 法 清⾵南海高 初心者 

松⾕ 衣⾥子 政策創造 関⼤高等部 初心者 
 

※記念写真の為マスクを外しています。 
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２０２２年⼊部式 
令和４年５月１日にドーンセンターにて、入部式を開催しました。 

新型コロナウイルスの影響で対人距離を守りながら、新入生は１人１人緊張しながらも無事に抱

負を発表し終えることが出来ました。自己紹介を終えて正式に関西大学体育会弓道部の一員に

加わった新入生は、新しい仲間と共に弓道が出来る楽しみが伝わり、コロナ禍での新大学生活が

スタートしました。酒井先生や猪尾監督、宮本コーチからのお話は、新入生にとってこれからの大

学生活の指針になったと思います。また、去年に引き続き感染対策の為、学歌と逍遥歌は声を抑

えながらではありますが、部員全員で心を一つにして歌い上げることが出来ました。 

２０２２年度の新入生は、自粛制度も緩和されたことによって対面での練習を中心に活動し、直接

指導を行うことが出来るようになりました。自粛は緩和されたものの中々油断はできませんが、こ

れからも感染対策に力を入れ、コロナに負けず精一杯練習に励みますのでよろしくお願いします。 

※式辞の為、マスクを外しています。 
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納射会 

 2021 年 12 月 29 ⽇に納射会が行われました。皆楽しんで、金的、扇に向かって
⽮を放ち、2021年最後の射を行いました。 

午前組 

午後組 



121 
 

ページ 1 
 

 

初射会 

2022年 1月 4⽇に初射会が行われました。参加者は⾊的に向かって⽮を放ち、2022
年最初の射を行いました。 

午前組 

午後組 
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第 71 回大会にて、髙橋優介(四)が

優勝致しました。 
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ご寄贈・ご寄付ありがとうございました！ 
 昨年度は⽥中名誉会⻑から弓、⽮、⽮筒を寄贈して頂きました！また、弓陵会の⽅々から
頂いたご寄付でエアコンを購⼊させて頂きました！お譲りして頂いた弓具や購⼊させて頂
いたエアコンは、部員たちで⼤切に使⽤させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご不要の弓具をお譲りください！！ 
 今年度もご不要の弓具がございましたらお譲りください。 

現在関⻄⼤学体育会弓道部では、約 100⼈の部員が毎⽇練習に取り組んでおり、今年もた
くさんの新⼊⽣を迎える予定です。それにより、多くの弓具や消耗品が不⾜しています。 
もし、ご不要のものがございましたらご連絡ください。 
いつでもお待ちしております。 
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「現在お⼆人は弓道を続けていますか？」 
たまに、数回ぐらいですね。奥さんはもうや
っていません。  
 
「弓道部卒部後に弓道部のお話をお⼆人で
されることはありますか？」  
時々話します。 
「どういったお話ですか？」  
現役時代の時の話とかですかね。あの時は
こうだったね、ああだったね。みたいな話を
たまにします。 
 
「現在お仕事は何系をされていますか？」 
会社員です。電気関係の仕事をしています。 
「理系だったのですね！ちなみに何学部で
したか？」 
化学生命工学部です。でも、今の仕事と学部
はあまり関係ないですね。 
「化学生命工学部の子に伝えたいことはあ
りますか？」 
研究室は真剣に選ぶことをおすすめします。 
そうしないと部活との両⽴が難しくなるの
で… 
 
「社会人になって弓道部でよかったと思う
ことはありますか？」 
部活の時の同期と今でも予定を合わせて会
うことがあるので、そういう関係を築けた
ことが良かったと感じています。 
 
 

「社会人としての生活はどうですか？⼤学
生までとの違いはありますか？」 
違いますね。部活をしていた時より自由な
時間が多いなと思います。⼤学生の時は部
活で毎⽇忙しかったです。 
「現役時代は⼟⽇も部活で自由な時間が少
なかったということですか？」 
そうですね。学生時代はもともとあまり出
かける⽅ではなかったのですが、自由な時
間は少なかったと思います。 
 
「オフの⽇はどう過ごしでしたか？」 
オフの⽇も練習に行ってましたね。 
下宿だったので、どこかに遊びに行くとい
うことがなかったのでオフの⽇もだいたい
道場にいましたね。 
 
「同期の⽅へのメッセージをお願いしま
す。」 
みなさん元気にやってください、たまには
集まりましょう…。 
 
「現役生へのメッセージをお願いします」 
今、コロナ禍で自分たちの現役の頃とは全
く違う環境の中での練習、試合でいろいろ
と⼤変だとは思いますが頑張ってください。 
 

取材⽇：2021/4/23  

取材者：⼆回生 野澤陽菜 巽羽雪 

高野礼人さん＆平塚真悠さん 

２０１９年（平成３０年度）卒 
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⽬次 
・昭和 45卒 田中章二郎さん 
 取材テーマ：3代⽬道場から 4代⽬道場移転期について 
・平成 9卒 岡田穣さん 
 取材テーマ：阪神淡路大震災後の弓道部について 
       一部リーグ落ちについて 
       弓道を再開したことについて 
・昭和 41卒 永易秀夫さん 
 取材テーマ：弓陵会幹事を長年勤められたことについて 
・昭和 39卒 若林寛さん 
 取材テーマ：昭和 38年全日本学生選手権大会初優勝について 
・昭和 40卒 柳宏さん 
 取材テーマ：昭和 38年全日本学生大会初優勝、昭和 39年関西選手権優勝について 

関西大学弓道部、歴史に残るインタビュー集 
 第六版から始まった「歴史に残るインタビュー集」。第八版でも好評につき大先輩方から当時の
関大弓道部についてのお話を聞かせて頂きました。 
 今回は昭和 40年代に焦点を当て、S39卒の若林寛さん、S45卒の田中章二郎さん、S40卒の柳宏
さん、S41卒の永易秀夫さん、H9卒岡田穣さんの 5人の方々にお話を聞かせて頂きました。 
 
 
 

この度はインタビューにご協⼒頂き、 

大変ありがとうございました。 
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章：関⼤一高にはいって弓道を始めた。当時
は⻘空道場だった。 
万博の頃や名神とか出来た頃。そういう

ので毎年どっかに移転していた。弱くて、指
導者もいなかった。高校は 4 時ぐらいに練
習おわるから、⼤学に弓道しにいったのが
はじまりかな。三つぐらい上の先輩にかわ
いがってもらった。 
⼤：どうして弓道部に⼊られたのですか。 
章：サッカーとかアメフトとか一高は強か
ったから、高校から初めてレギュラーにな
れるのなんかないかなぁと探していたら、
弓道部。 
⼤：⼤学⼊学後すぐに弓道部に⼊られたの
ですか。 
章：いや、私が⼊学する前に不祥事があっ
て、活動停⽌、指導者も辞任していた。⼊学
式終わっても道場空いてなくて、部活紹介
にもいない。グラウンドうろうろしていた
ら、声かけられて、「弓道部はこういう事情
で休部なんですよ」というのを聞いた。高津
神社と神戸の布引で個⼈練習はしていたか
らとりあえず高津いって⼊部したいゆうた。
5 月ぐらいには復帰できると聞いた。３代
⽬道場で初めて練習した。 

章：新⼈監督とキャプテン兼任。就活とかも
あって役職交代の時期は変わっていった。
当時は 4年なった時点で引退だった。 
同期が 5 ⼈しかいないから兼任してた。み
んな兼任。 
 

章：関選個⼈ 9 位だった。3 年のときには
三⼗三間堂遠的 3位。 
⼤：資料によれば⼤阪選⼿権優勝されてい
ますが？ 
章：私らの代で一回⽬が始まって、言っちゃ
悪いが、ランクは下で、勝って当たり前みた
いな感じだったから、特にそんなに記憶残
ってない。 

章：先に言ったけど、仮の道場にはなんの思
⼊れもない。今も４代⽬？ 
⼤：５代⽬です。 
章：４代⽬作ったときも、⼿作り感満載な道
場作った。 
⼤：今はシャッターがついていて、写真を見
ると全然違うと思います。 
章：（半世紀取り出し、写真をみせながら。）
写真の植物も部員が裏の山いって切ってき

昭和 45年卒 

田中章二郎さん 

【戦績】昭和 42年第十一回関西選手権個人 9位 

    昭和 43年第一回大阪府選手権団体優勝 

    昭和 44年全日本遠的選手権大会 3位 

章：⽥中章⼆郎さん、⼤：⽥中⼤輔 
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た。 
３代⽬はねえ、雨が降ったら浸⽔するん

だ。前も後ろも⼟⼿でどっかの埋め⽴てだ
ったらしく、⼤雨とか台⾵とかきたら⼤変
やった。腰ぐらいまで⽔につかるから、雨降
ったら下宿や近所の⼈は弓とか巻き藁に乗
せてっていうのが宿命だった。そういう意
味でも思い出に残る道場だった。⽔につか
ったあとは臭くてね。雑巾かけたりもして
ね。おもしろいっちゃおもしろい。苦しい時
の⽅がええ思い出だったよ。 
⼤：３代⽬と 4代⽬で違いはあった？ 
章：道場らしい道場は３代⽬。建物もないし
静かで。４代⽬は校舎があって、下宿が近く
にあったりしたから、３代⽬のときは夜間
練習週一回 8 時ごろまで練習あったけど、
近所迷惑の関係で禁⽌になったかな。４代
⽬は便利になったし楽になったけど。道場
らしい道場は３代⽬やな。学⽣紛争もあっ
たし。5 時か 6 時には全部でなあかんかっ
た。機動隊に守ってもらったりしたけど、落
ち着かんし夜間練習も禁⽌になったし。３
代⽬、浸⽔はするけど、愛着のある道場やっ
たな。 
それと宿直、泊りがあった。不祥事で私は、

経験なかったけど。酒飲み交わして、いろい
ろ先輩と語って。あれはあれでいい制度や
ったと思う。今の時代にはあわんかな。必要
もないし。 
⼤：道場が変わったことで他の部員はどの
ような反応でしたか。 
章：仮道場を経験してる⼈たちはほんまに
よかったと思っていると思うよ。便利にな
ったし。私より下の世代はそっからしか経
験してないからよく分からないけど。でも
私の世代は、堂々巡りするけど昔の⽅がよ

かったと思ってるんちゃうかなぁ。便利に
はなったんやけどね。３道場は真ん中に柱
があった。下⼿に的外したら、柱にぶつかっ
て帰ってきちゃうし。おもしろかったわ。 
⼥子部員が⼊ってきたのもそんぐらい。

段々⼊り始めて。⼥子が強くなったら男子
は弱くなったよ。⼥子が⼊ってきてやっぱ
り、⼤学らしくはなったかなと。最近の⼥子
は強なったね。よう頑張ってると思うわ。 
⼤：3 代⽬道場について他にエピソード等
あればお聞きしたいです。 
章：雨戸がなかなか閉まらんかったね。紐で
⽌めたりしてた。それと⽴ちが終わったら
必ず雑巾がけしてた。5 ⼈で一回⽣２⼈と
かだと、しんどかった。 
春にはつくし⽣えてた。採って、裏やまの

⽵藪があるから、タケノコも取って、練習終
わったら新⼈監督が酒持ってきて、鍋して
ご飯炊いて、あくも取らずに⾷べてた。 

 

章：同期は 5 ⼈だけで３⼈が経験者。⼊っ
てはやめてを繰り返して卒業したのも 5 ⼈。 
⼤：それは相当厳しかったからでしょうか。 
章：そう。厳しくて、1，2年なんかは教養
科⽬には出させてもらえなかった。⽴ちは
一⽇ 60射。あとは練習。的はりに、ギリコ
作ったり、松やにを薬局で買って、鍋で煮詰
めた。煮詰め⽅次第でサラサラにもドロド
ロにもなった。打ち粉も魚屋いって、骨もら
って、砕いて乾燥させて焼いて灰にして粉
にしていた。 
⼤：⼿作りだと考えると、⼤変だと思いま
す。今は完全に購⼊だけなので。 
章：そうなんだよ。練習にあわせて作るから
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帰るのも遅くなった。 
 

章：新⼈監督の三⾕さんいう⼈が厳しかっ
た。 
⼤：いまでも交流はあるのですか。 
章：あるよ。下から上まで、集まっていた。
コロナがあるから今はないけど、電話とか
はしている。かわいがってもらったよ。新⼈
監督はいい制度だと思う。当時は３年が見
る時代やったから、一番密になったのは新
⼈監督の 3年と 1年かなぁ。今は部員の⼈
数多いの？ 
⼤：１～３回⽣で約 80⼈います。 
章：多いなぁ。当時、１～４回⽣あわせても
40⼈行かなかったと思う。不祥事とかもあ
ったからやけど。もう一つ、道場が仮のもの
で、原っぱみたいで。⼊ろうという⼈も少な
かった。 
⼤：１回⽣などで印象に残っている⼈はい
ますか。 
章：一高からひとり来た、梶浦以外、あんま
りかな。考え⽅が我々の時代と変わってし
まったのかなぁ。新⼈監督してはいるのだ
けど、なんかひとつ燃えなかった。１年⽣の
団結⼒は強く、定期的に集まっていると聞
いた。我々の代も成績は芳しくなかったが、
弓道はあんまり強くなかった。我々の指導
不⾜もあるんやけど。 
成績は低迷していたかな。やっぱり学⽣

紛争の影響もあったと思う。集中して練習
できなくなった。君たち学⽣服来ているけ
ど、その時代は学⽣服で体育会のバッヂつ
けていたら襲われるから、私服で登校して
いた、変な話やけど。 

 

章：森川さんと⼤⼆さん。森川先⽣が復帰す
るときの上回⽣はピリピリしてたね。⽇⼤
出⾝だけど、関⼤が好きで、監督やってくれ
ることになった。袴をだらしなく着ていた
ら怒られたしね。厳しいけどいい先⽣やっ
た。 
当時は弓道の正課体育があって。それ⽤

に⼊ってきた弓具の一番いいやつを⾃分の
ものにしてた。 
 

章：関関同⽴、近⼤、東京もいく。早稲⽥慶
応明治。メンバーはどれも同じ感じ。特に当
時、東京勢は⻭が⽴たんかった。 
⼤：東京の⼤学の中ではどこが一番強かっ
たですか。 
章：⽇⼤。つられて他も。東京の⼤学は推薦
で遠くから集まっていたから。当時の関⼤
は推薦なかったから。向こうは選⼿層も厚
かった。試合後の集まりは慶応だけ店で酒
飲んでた。他は道場で談笑するぐらいだっ
た。 
なんかあったら酒、宴会の時代だった。お

かげで酒には強くなったけどね。笑。公には
できない酒の話はいっぱいある。 
章：今、試合は遠隔で？ 
⼤：そうですね。基本遠隔 zoom で相⼿は
見えません。 
章：もったいないなぁ。 
⼤：もしかしたら今年は対⾯できるかもし
れません。 
章：我々は学⽣紛争やけど、君らはコロナや
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なぁ。工夫して頑張ったことが思い出に残
るよ。 
⼤：はい、ありがとうございます。 
 

章：体育会本部からヘルメットとバット⽀
給された。集会を邪魔しにいくいうことで、
何⼈かで行った。⽬の前のあいつらは鉄パ
イプもって、⽬見たら血⾛って、とてもじゃ
ないけど相⼿にできんかった。あいつらは
革命ができると思ったのか知らんけど、
段々下火になってったね。浅間山荘事件ぐ
らいで⽌んだ。学⽣運動で脈々と受け継い
できた関⼤の伝統は途切れた一番の分岐点
やったかな。伝統を今の世代に押し付ける
気もないし。やっぱ年寄りは金だけ出しと
けばいい。 
 

章：半世紀の編集やったり、集まったり、や
っぱ好きなんよね。今はないけど、忘年会と
か、75周年会とかあったら是⾮出たいけど
ね。⽣きてるかわからんけど。笑。 
卒業してから弓引いてないし、気楽に道

場にいけなくなったかもね。引いとけばよ
かった。今でも道場に訪ねてくる⼈たちは、
弓が忘れられへんのやろねぇ。 
⼤：社会に出て弓道部の経験が役になった
ことは？ 
章：礼儀作法とか、酒の飲み⽅とかね。宴会
で酒飲んでばっかやったけど、絶対次の⽇
にはどんだけしんどくなっても行かなあか
んかった。社会では⼆⽇酔いで休んだら、あ
かんって思われるから、そこはよかった。営

業やから、行きさえすればあとは外出て喫
茶店⼊って休憩したりできたからね。絶対
遅刻できんかったから。我々の時代は体育
会って言ったら採⽤してくれるとこも多か
ったからね。礼儀作法がなってるゆうて。 
 

章：こういう時代やから練習も難しいと思
うし、試合も、それは宿命として受け⼊れな
あかん。でもそれさえやってたら、練習⽅法
工夫して、いかにレベル下げないように上
げるかということを、個⼈個⼈が考えてや
ればいいと思うよ。授業もまともに受けら
れへんし、かわいそうやと思うけど、やから
って甘えるんじゃなくて、工夫して頑張っ
て。頑張らなしゃあない。 
 
 

 

取材⽇：2022/3/5 
取材者：⽥中⼤輔(三) 
北川玲(⼆) 
⽯井颯⼤(⼆) 
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岡：大学はいったら、野球とかサッカーとか
は当時既にスポーツ推薦とかあった。どう
せやるなら、大学からよーいドンではじめ
て、頑張ったら、頑張ったやつが試合に出ら
れる。そういうフィールドがあるとこでど
こまでやれるか試してみたかった。弓道っ
て決める前、大学はいる前、入学式の日、弓
道部の先輩がちょっとおいでーゆうて、試
し引きできるから、おいでーって。どんなん
かなぁと思って。試し引きさせてもらって。
あー⾯白いなーと思って。 
勧誘の時って、弓道になってないけどめ

っちゃ褒めてくれるやんか。すごいなぁっ
て。俺なんかできるんかなぁと思って。楽し
くおわった。そしたら、今日来てくれた人の
名前書いてもらってるから書いてーって、
書いたのが、あとで見たら入部届やった笑。
お、おう、まぁええかーと思って。まあ入部
することになった。高尚な⽬的とかはなか
った。なんかたのしそうやなぁって。 

 

 

岡：一回生が新入生やから、仕事とかあっ
て、徒手からはじめて、素引き、巻き藁と上 

 
がっていくよね。いまもそうかな？できた
順にあげていくやつ。 
大：今もそうですね。 
岡：やんな。できるようになったやつから順
に上がっていくんやけど、一番下手くそや
ったんよ。体験の時めちゃめちゃ褒められ
たけど、あれ実は嘘やってん。巻き藁あるや
んか。あれをどうやっても外すねん。ほん
で、角見効いてないからいろんなとこ打っ
て。耳も。未だに黒ずんでる。巻き藁外した
ら危ないから、外したとき⽤に後ろに当時
は畳が置いてあるんやけど、先輩が、おまえ
この畳に向かってやれ！っていうぐらい、
めちゃめちゃ下手くそやってん。 
おもんないで畳に向かって。何の⽬標も

なくて。俺何してんねやろと思ってた。しば
らくしたら、先生がいらっしゃって。最初の
頃は、一回生帰らされとった。下手くそや
し、先生に教えてもらえるような分際でも
ないから。最初はもう帰ってたたしか。何ヶ
月か経ったら、正規練習のときに、学ラン着
てきなさいって。高校もブレザーやったか
ら、西大和学園ってとこやってんけど。なん
で大学なってまで学ラン着なあかんねんっ
て思って。 
大：たしかに自分も高校はブレザーだった
ので、学ランは最初は違和感がありました。 

平成 9年卒 

岡田穣さん 

【戦績】 

平成 7年第 44回住吉大社全国弓道大会個人 3位 

平成 7年第十三回関関同立選手権大会団体優勝 

平成 8年第十四回関関同立選手権大会団体優勝 

 

 

 

 

岡：岡田穣さん、大：田中大輔 
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岡：恥ずかしかったしね。凄い嫌やった。先
輩らも急に新人扱いから、仕事やれ学ラン
着てこいだの、なるから、なんやこの理不尽
なクラブや思って、一回辞めたんよね。 
大：辞められたのですか？ 
岡：入部して 2 ヶ月たってたかなぁ。一回
やめて、普通に学生生活してた。でも大学っ
て部活してなかったら、ほんまに特にする
ことないねん。 
大：部活以外だと講義受けるかバイトする
ぐらいですかね。 
岡：学校くる、授業も高校と違って詰まって
るわけちゃうから、この生活してたらあほ
になるぞと思って、でも今更どっかのサー
クル入るわけにもいかんし、このままぼー
っと過ごすんかなぁと思って食堂でぼーっ
としてたら、入学式のとき俺を連れてった
先輩がいてはって、うわぁ最悪やぁって。も
う四年間この弓道部の胴着の人から隠れる
生活せなあかんのかぁって。会わす顔もな
いしね。そしたら向こうからこっちきてね。
最悪やぁ思って。なんでくんねんって。おう
元気か、何してんねん、はよ道場戻ってこい
やぁって言われて、いや僕もう辞めました
し、戻れませんよぉ。どの⾯下げていくんで
すかって。言ったら、いやおまえ辞めたって
勝手に言ってるけど、退部届だしてるんか
ぁって。いやそんなん知らんしだしてませ
んけど。だしてへんやろ？ほなおまえ辞め
てへんねんて。はよ道場戻ってこいや。幹部
待ってるでおまえ、怒られんぞゆうて。って
いう言い⽅をしてくれた。正直辞めたこと
ちょっと後悔してたし、戻って。主将のとこ
いって。すみませんでしたて。何怒られるん
やろって思ってたら、その主将が凄い良い
人やって、二個うえやってんけど、おまえは

よ着替えろ何してんねんって。正規練習始
まるぞいうて。部員扱いしてくれた。 
大：それは助かりますね。 
岡：よう戻ってきたなぁとかじゃなくて、当
たり前に部員な感じで。それが凄い嬉しか
った。ここでやるって決めて。それでもう学
ランとかもどうでもよなって。学ラン着て
みたら、案外着替え選ばんでいいし楽やね
ん。今ってどうなん？ 
大：試合とか式典とかに着ていきます。 
岡：だいたいっしょやな、あとは先生がいら
っしゃる日やな。で着だすとね、こんな便利
な服ないと思って。学生の時貧乏やったか
ら、着る服もあんまないし、これ、ええんち
ゃうんおもて、毎日着とった。あんなに嫌っ
てた学ランをね。袴に学ランきて。雨の日は
雪駄やったら濡れるから、下駄はいて授業
行っとった。結局変な奴なったんやけど。一
回生の時の思い出。そのありがたさと、弓道
部の先輩のやさしさとか、食堂の人とか主
将の時の対応というか、それがあったから、
ここで四年間やってくって腹くくれたね。 
 

 

岡：二回生副務。二人でやってた。二回生リ
ーダー的なの。あかんことしたら代表で叱
られる係。やらしてもらう中で、このチーム
をより強くしたいなとか、リーグ戦で勝ち
たいって思いが強くなった。だから三回生
では主務をした。 
大：主務はとても大変な役職ですが、どんな
ことが記憶に残っていますか。 
岡：お金の管理とか合宿の移動手段とか。 
マネージャーみたいになっていたらいいか
っていうとそうじゃなくて、同回生が 7人、
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幹部が 3 人だった。4 人の筈だったけど誰
が新監やるねんっていう。関大の強みって
いうのは、初心者でも、1 年後 2 年後には
リーグ戦にたてるだけに育てる育成⼒。他
にないと思う。初心者で入って、バンバンリ
ーグ出てますって言うクラブ。関大弓道部
はセレクションなかったから、そうするし
かなかった。後輩を指導するやり⽅って言
うのは、先輩から代々伝わってきて、それを
後輩に教えるっていうのがあったから、そ
こがないと、関大弓道部は成り⽴たないか
ら、幹部も大事やけど、新人監督に人数さく
⽅を選んだ。幹部 3 人。今までは副将は 2
人おったけど一人になった。主将は冷静に
見渡して諭すみたいな。副将は緊張感持た
せるって言うか。練習も試合の雰囲気つく
ってね。試合のときガチガチなったら困る
から。厳しめの雰囲気つくる。練習して試合
出て、中てる。練習を背中で見せる。それが
副将。それが一人になった。そしたら、主務
は雑⽤だけでいいんかっていう。そうはい
かん。事務作業に時間とられてた。そんな時
間なかったから、主務の仕事は家でやって
た。 
一人だけの副将やから、主務の割にはう

るさかったと思う。 
一番しんどかったのは、後輩が少なかっ

た時代かな。 
 
 
 
 
 
 
 

大：個人三位など、、、（岡田さん個人の実績
を並べていく。） 
岡：ありがとう。あんまり覚えてない。リー
グ戦ばかり頭にあったから。今は全部よね。 
当時は層の厚さでいうと、リーグ戦に向け
て、一回生を春から秋にかけて育てて、二回
生も。なんとか戦えるチームに。だから、そ
こに焦点があった。 
チーム戦になるとみんなが助けてくれてね。 
遠的もね。三十三間堂で狙い低すぎて、おも
っきり上げたら当たったから、それを続け
ただけ。 
 
 

 
(現役時の岡田さん) 
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岡：部員は全員無事やった。試験の前の日や
ってんけどね。勉強しに友だちの家おった。
⽊造のぼろアパートで死ぬかと思った。道
場行く途中で、前の生協が崩壊してて、でも
道場は案外大丈夫だった。額縁とかは落ち
てたけど。 
大：この時期に部員が減ったということを
聞いたのですが、それは地震の影響でしょ
うか。 
岡：全部震災のせいではないかな。 
二回生の終わりに一部リーグから落ちた。

すぐに戻せいわれて。創部以来初めてやー
ゆうて。すぐに戻しますって。そのとき同期
で話したのは、一回落ちて、二部のままだ
と、その年に入ってきた新入生は、これが関
大なんやって思っちゃうなって。相手は、関
大はこんなもんなんかって思っちゃう。あ
じゃあこん程度練習すればいいんやってな
っちゃう。それしか知らない世界にきちゃ
うわけ。その状況を作ってしまった僕らの
責任はすごい重たくて、それがもう一年続
いたらその次の年もそうなる。二回生もそ
れがあたりまえになる。それで、今度幹部に
なってしまうと、その状況が継続してしま
うどえらいことになる。 
大：そうですね。自分たちもコロナ禍での部
活動が当たり前になってしまっていて、そ
れ以前の部の状況が分からないことに不安
があります。今の二・三回生が特にその影響
を受けていると思います。 
岡：後輩が弱いのは後輩が悪いんじゃなく
て、先輩の責任。ほんまは一部までこなあか

んのに。二部でいいんかってなってしまう。 
二部優勝して、入れ替え戦勝たないとあか
ん。でもちょうど部員がやめていった時期
と重なった。人数少ないけどリーグ出て勝
たないとあかん。ごめんやけど厳しい練習
させるしかない。辛いやろうけどって言っ
て。あのときの弓道部はほんまに辛かった
と思う。他の大学と同じ質と量だと負ける。
層の厚さも違うしそうするしかなかった。
誰か一人でも欠けたら試合成り⽴ちません
程度の人数で。ひとりでもそっぽ向いたら
勝てない。みんなで必死なって質もあげて、
試合の雰囲気飲まれないようにして。めち
ゃめちゃしんどかったと思う。よく後輩も
着いてきてくれたと思う。ぼくもかなりき
ついこと言った。 
それでリーグ戦勝って、入れ替え戦いき

ました。でも負けたの。最悪や、戦うフィー
ルドを勘違いしてしまう後輩をまたつくっ
てしまう。三回生って就活あるから、引退な
んやけど、試合が終わってから、円陣組んで
どうするって言って。一個下 3 人二個下 2
人で、そいつらに責任追わせるか、引退でき
るかって。ゆうても就職大事だからこうせ
いとは言わんけど、引退する奴おるかって。
誰も手上げんかった。嬉しかったね。メンバ
ーやったの 7人中 3人やったけど。 
大：当時は三回生で引退だったのですか。そ
れでその後はどうなったのでしょうか。 
岡：就活するからいったん解散するけど、は
よ決めて戻ってこいって。私は二社受けて
たんやけど、先に内定くれたのが銀行やっ
た。そこで活動すぐ終わって。部活に戻っ
た。かっこよく言ったらそう。 
大：かなり思い切った決断だと思います。 
岡：震災とかより二部リーグ落ちが影響し
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た。焦りが強すぎて後輩たちに辛い思いさ
せたけど。 
結論でいうと、四回生なって二部優勝し

て、入れ替え戦勝って。一部戻った。 
後輩のおかげやね。それと新人監督のお

かげ。同期もリリーフ出てくれたけど、先発
は後輩。 
やっぱり関大って新監で成り⽴ってるね

って思った。いまでもそうよね。 
大：確かにそうですね。自分の代も初心者が
多いですが、今弓を曲がりなりにも引けて
いるのは新監の恩恵は大きいと思います。 
 

岡：今になって一番思うのは、大先生すぎ
て、自分みたいなのはって遠慮してた。畳レ
ベルに⽑が生えてもって思ってた。教えて
くださいって言えるような感じじゃなかっ
た。そういう人じゃないけど。よういわんか
った。遠慮しちゃって。それはそれで正解で
はあったと思うけど、あのときもうちょっ
と勇気だして教えてもらえばよかったなっ
て思う。 
 

岡：二度とすることない思ってたけど、接待
ゴルフとかもなくなったし、腰痛めて。やめ
たら、なんもすることないぞってなって。土
日なんやこれって。 
年のせいか、⾵呂で頭拭くときに、腕しん

どなってきてな。髪の⽑に腕上がらん。これ
はあかんなって。なにしようってなって、そ

ういや弽あったなって。調べたら道場ある
わーってなって。本格的にやり出したのは
6年前。 
大：結構単純な理由なんですね。 
岡：うん、単純。 
もう森川先生には聞かれへん。こういう

ときどうやるかな。うっすらとした指導の
記憶を頼りにやってる。チャンスはつかむ
べき時につかむ。 
今猪尾さんと宮本さんに教えてもあって

るやろ？あれ凄いことやねんで。伝説の男
みたいな人に教えてもらって。あの二人が
指導してるって、凄いうらやましいよ。怖い
ときあるかも知らんけど、自分の財産積む
つもりでやってたら、めちゃめちゃ強なる。 
 
大：この取材を受けて頂く前に弓道の合宿
に行っていたとおっしゃっていましたが、
それについてお聞きしたいです。 
岡：国体の強化合宿。6年前にはじめて、ど
うせやるんやったら、国体強化メンバーに
入るみたいな⽬標があってもいいかなって。
選考受けてみたら通った。 
⽬的は、⾵呂上がりにちゃんとタオルで

拭けるようになりたかっただけ。（笑） 
記念受験のつもりやったけど、会場行った
らみなぎった。学生の時に必死にやったプ
ライドのような誇りのようなものがあった。 
 

大：先輩・後輩についてエピソードがあれば
お聞きしたいです。 
岡：先輩にはお世話になった。かわいがって
もらえた。現役の頃は不満も多かったけど、
幹部とか社会人になって、そういうのも必
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要やったんやって思った。弓道は団体戦や
けど自分との戦いでもある。介添えとかも
あるけど。普段の練習から試合以上の雰囲
気でびびらせてもらってたから、試合でも
怯まずに引けた。そういう人も必要やった。 
さっきも言ったけど、厳しい先輩やった

から、後輩で俺の笑ってる顔見たことある
人おらんと思う。そういう顔も作ってた。 
色紙とかもぼろくそ書かれていた。そう思
われなあかんと思ってやってたから、嬉し
かったけどね。厳しさも必要やったと思う
って書いてくれてた人もおったし。 
一つ下に南村ってのがおった。主将にな

って欲しいと思ってた。幹部なるってけっ
こう覚悟がいる。そういう覚悟を持っても
らいたくて、自覚持って欲しくて、足らんな
って思った時期があった。二回生集めて、円
陣くんで南村を一度、思いっきり叱った。叱
りすぎてこなくなっちゃった。どうしたん
って聞いたら、理不尽は嫌って言って辞め
るらしいですよって言われて。関大弓道部
が終わってしまうわ、えらいことしてもう
たと思った。かといって叱った前の状態で
戻られるのも、困るし。普段酒飲まんのに、
生まれて初めて⽴ち飲み居酒屋いって一人
で日本酒飲んでた。熱燗なんてわからんの
に。ベロベロなって、気づいたら関大前来て
いた、下宿の人んちいって速攻ゲロして、寝
させてもらった。そっからしばらくしたら、
南村戻ってきてん。 
なんで？って聞いたら、酔ったときの下

宿でゲロ吐きまくって寝言で（俺が）言って
いたらしい。泣きながら、南村戻ってこいっ
て。それを本人に伝えたらしい。そこからは
もうめちゃめちゃ練習してくれて。嬉しか
ったわ。それが弓道部の一番の思い出かな。

震災云々あったけども。 
 

 
（岡田さんの卒部アルバムから頂いた寄せ書きの

コピー） 
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大：授業とか、関大弓道部以外の人たちとは
どうでしたか。 
岡：⽂学部の英⽂科やったけど、練習あるか
ら、一人だけ遅れていって朝まで遊ぶ、とか
はあったかな。そんな書けるほどないわ。 
関大って他に比べると自由な学校やったん
ちゃうかと思うね。決して成績がよくはな
かったし、ギリギリで卒業したけど。弓道三
昧の生活させてもらってね。 
大：良いですね。今はコロナの感染対策で、
部員同士でも食事や遊びに行くことが制限
していますから羨ましいです。 
岡：そうなんか。やっぱ大変やね。 
でも今やってる人たちにも、やりきって

欲しいね。この弓道部でやる続けたら絶対
なんか身につくわ。うまくなれなくても、粘
る強さだったり心の強さだったり。社会出
て、役⽴つ。 
大：現役時の関大はそんな感じだったんで
すね。 
岡：そうやね、自由と自主性で。学ランに下
駄履いて歩き回ってても誰も何も言われへ
ん。それぐらいやね。 
 

 
(卒業式の光景) 

（同期との写真） 

岡：初めて会社入ったときね、新入社員やっ
たとき、仕事って楽やなあと思った。こんな
んで給料もらっていいんかって。初めて抱
いた感想がそれやった。弓道部と比べたら。
年次上がって責任とかついてくるとそうで
もないんやけど。 

岡：頭のいい誰かが考えてくれた。英⽂科や
から英語しか知らんわ。 
まあ、羽ばたいていこうやって意味やっ

たと思う。素人集団やったしね。 
しょうもなって思ったやろ。今考えたん

かって。正解や。 
 

 

岡：ありきたりかもしれんけど。つらいこと
もあるやろう。今この環境で、コロナとかあ
るけど猪尾監督とか宮本コーチとかがおる
この環境を、できればありがたいって思っ
てやってほしい。いずれわかるから、今は言
い聞かせるだけかもしらんけど。終わりが
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来るから、卒部って言う。それまでの、一瞬
一瞬を、先輩から褒められたり、叱られた
り、その全部を大事に頑張って欲しい。やめ
たいとか失踪とかあるかもわからんけど、
それはそれで四年間頑張った人にしかわか
らない⼒っていうのが、必ず身につく。 
自分のように森川先生にあとで教えてほ

しいって思うんやったら、今できることを
全部やる。そしたら、いろんなところに、道
が開けてくると思う。将来弓道再開するき
っかけが腕重くてタオルで頭拭かれへんと
かやったとしても。弓道って何歳でもでき
る。けっこうおる。初心者でも。子育て落ち
着いたからやろっていう女性とか、定年退
職した人とかでも。 
学生は勝負で勝たないとあかん。勝たな

いとあかんにこだわれるのは学生弓道の素
晴らしさや。けど社会人なってやるのは、勝
ち以外の、いろんな楽しみができるから、何
歳なっても楽しめる。勝ちにこだわるとか、
的中とかにこだわれるのは今しかない。い
つかまた弓道やることなったら、まあ俺も
じじいになってるかもわからんけど、どこ
かで一緒にできたら嬉しいね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あと、社会人になって、弓道やってみたい
と思ったら、是非やってほしい。いろんな考
えでやってる人がおる。年代も⽬的もばら
ばら。いろんな得意不得意ある人がおるな
かでやるのも、そこでまた学ぶこともめち
ゃくちゃ多い。暇なったら町道場いってみ
て。いまの学生弓道と違う形での、弓との関
わり⽅。機会があったら、やってみてほし
い。んでまた、そういう弓道と出会えた、君
たちはラッキー。 
 (以下は取材後頂いたコメントとなりま
す。) 
 関大弓道部は新人監督が重要だと自分は
思っていて、それは初心者が多いから。後輩
を育てることを大事に、上回生特に幹部は
関大が戦うべきフィールドを後輩に示して
ください。 
 練習量は絶対に裏切りません。一人で試
合の射位に入ったとき、その積み重ねが背
中を押します。 
 基本に忠実に、監督・コーチ、先輩の指導
を踏まえて練習すれば誰でも上手くなれる。
それが弓道の素晴らしいところだと信じて
います。 
 もう限界だ、そう思ったときそこからど
れだけ踏ん張って練習したか、その分自分
の限界を伸ばし、日々の成長に繋がると、弓
道を通して学びました。 

取材日：2022/3/21 
取材者：田中大輔(三) 
    北川玲(二) 
    巽羽雪(二) 
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永易秀夫さん 

 
 
 
●初めに永易さんが弓道を始めたきっかけ
についてお聞きしたいと思います。 
〇高校時代までは⽂化系のクラブをやって
いたのですけど、大学に⼊り、スポーツをや
ってみたいなという気持ちがあった。高校
時代までスポーツのクラブに⼊っていなか
ったが、大学に⼊って３か月くらい色んな
ところを見学してまわり、弓道部の袴姿に
⾮常に魅⼒を感じ、やるのだったら武道と
いう思いはあったが武道の中で剣道、柔道
とかはほとんど経験者の⽅が多い。その点
弓道は⽐較的我々の時代で、高校生で弓道
やっている人はもう本当一部の学校しかな
かったものですからこれだったらやってい
けそうだなというその時は軽い気持ちで６
月の終わりだったと思い、道場の⽅にお邪
魔して、⼊部をしたというのがきっかけで
した。 
●結構⼊部は遅かったのですね。 
〇ええ、いろんなクラブを見て回ったりし
たものですから、遅くなったということで
すね。 
●次に弓道部に⼊られてその後、永易さん
が⽬標や⽬的など何を思ったのかというこ
とについてお聞きしたいです。 
〇試合を見て早くレギュラーとして試合に
出たいという欲望が込み上げてきまして、
もうあの私が⼊った時は、１年生５、６人も
先に⼊部している人がいまして、まだあの
頃は的前には⽴ってなかったのですね。巻

き藁練習をやってましたんで、もうとにか
く彼らに追いつこうということで練習が終
わってからも居残りましてね、一生懸命巻
き藁練習それとか作法とかそういうものを
勉強しておりました。 
●では次に当時に永易さんが役職、主務を
なさっていたそうですが、それについてど
のようなことをやっていたのかについてお
聞きしたいです。 
〇我々の時代は金銭的に⾮常に貧乏な時代
で部の運営、よく合宿とか体大試合で出て
いきますわね。そうすると、どうしてもお金
かかった。そういうことで、主務の仕事は部
員になるべくお金をかけさせない、そのた
めにどこからお金をもってくるかというと、
OB の寄附しか頼るものがなく、学校から頂
戴するものは微々たるもので、お金集めに
奮闘した記憶がある。それと、対外試合の交
渉、大学内の体育会でのお付き合いですね、
そういうものが主な仕事だったんじゃない
かと思います。 
●では主務の時にやっていたときに印象に
残ったエピソードなどあればそれもお聞き
したいです。 
〇体大関係では関学の同じ主務をやってお
りました森君いうのがおり、彼とは⾮常に
親しくなり、同じ仕事をやっているんで、色
んな情報交換をよくやったという、今でも
彼とは大学卒業してからもお付き合いが続
いている。ですから、そういう人と知り合え
たのはやっぱり弓道をやってたおかげだと
思います。それから、関大弓道部の同期のと
か先輩後輩とのお付き合い、そういうのも
続いており、先程言いました関学の森君以
外にも同一の安藤せいすけ君とか同志社の
神谷くんとか卒業してからも自分と同期の

昭和 41 年卒  
長年、弓陵会幹事として会の変遷を見てこ
られました。 
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人らとお付き合いずっと続いているため、
そういう点では⾮常に弓道を通して友人が
出来たということですね。 
●なるほど。弓道を通して。 
〇はい。 
●ありがとうございます。では、次の質問に
行かせて頂きたいと思います。永易さん個
人の弓道において成績についてお聞きした
いです。 
〇正直言いまして、１年生の後半から２年
生の前半ぐらいまではかなりいい線いって
たのですけれども、２年生の春に丁度的の
裏側でギリ粉っていうのを分かります？ギ
リ粉を焚いてたのですよ。そしてそれを足
にかぶってしまったのですよ。 
●足にですか。 
〇ええ、ですから大火傷。 
●それは大丈夫だったのですか。 
〇ええ、それで３か月間⼊院しました。まず
最初に先輩におんぶされて、それでその頃
素足でしたのでね、左足にかぶっちゃいま
して。それで⾵で袴に引っかかっていて私
の名前を先輩が呼んだものですから慌てて
走り出した時に引っかかっているやつがパ
サッとかぶってきたということで、それで
学校はもちろん弓道も３か月間休みました。
そういうことがありましてもうレギュラー
から落っこちまして、結局練習始められた
のは２年の後半くらいからですからとうて
い皆から離されまして、試合にも出ること
が出来なくて残念ながら選手としては新人
戦に出たぐらいでリーグ戦とかそういうも
のに出る機会が残念ながらなかったです。 
●なるほど。 
〇ですからそれだけに、丁度３年の初めに
マネージャーをやってみないかと先輩から

言われまして、主務をやらせて頂いたと。 
●なるほど。主務を就任されたのはそうい
った理由があるからですか。 
〇ええ。私の前任者が山寺三郎さんってい
う⽅で、その前が泉谷さんの三人ともです
ね不思議と 180cm 身長があり、スマートな
んですね。 
●背が高いんですね。 
〇ええ。泉谷さん、山寺さん、私とそれぞれ
三人とも共通してるのは字が綺麗で⽐較的
人当りがいいというかそういう共通点はあ
りました。それで主務の仕事については丁
寧に教えて頂いて、私なりに皆とも調和、団
結そういうものを側⾯からするとレギュラ
ーの連中には試合で勝ってもらうとそれか
ら OB から寄付金をたくさん集めると、対
外試合については交渉をスムーズに行うと、
そういうものに明け暮れました。後半の２
年間は。 
●なるほど。ありがとうございます。では個
人の実績についてのお話はこれで以上でご
ざいましょうか。 
〇そうですね。 
●はい、では次に移らせて頂きたいと思い
ます。弓陵会の幹事には、いつ頃就任された
のでしょうか。 
〇弓陵会会長が後藤さんの時代からですか
ら、後藤さんの後を田中君、現在の斎藤君。
弓陵会会長ね、ですから後藤さんの時代か
らですから、３０年近いんじゃないです
か？ 
●３０年ですか。３０年と言うことは大体
１９９０年あたり位からですか。 
〇それぐらいだと記憶しております。私現
在明治安田生命という保険会社があるので
すけれども、そこに卒業してから⼊社しま
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して、全国１３回転勤してるんですね。 
●転勤が１３回。 
〇ええ。１３回転勤中、各地の弓道場に顔を
出して、そこを続いて弓道とはちっとも切
れない仲になりまして、そういうことから、
特に関東にいる時には全⽇は東京と関西交
互に開催されたのですよ。今はどうか知り
ませんけど、そういうことで関東にて行わ
れる時には大抵応援に行ったり、そういう
ことで現役の職務と繋がりがありましたね。
そして私は大阪で定年を迎えたのですけれ
ども、大阪の時にはそういう幹事会にも顔
出しをしておりました。 
●はい。 
〇定年になりまして、四国の愛媛県にたま
に帰省をしてそこに今２０年⽬なのですけ
れども、何回か四国の⽅からも会議に出席
をしたりしておりました。弓陵会にも出席
したり、そういうことで繋がりは絶えず持
っているつもりです。ただここ１０年くら
いは大学とはちょっと疎遠になりました。
そういうことでもう幹事は務まらないと迷
惑ばっかりかけているのに実際上の応援と
かそういうことが出来ないので、そういう
事態の話も出たのですけれど、そのまま続
けて欲しいという要請もありましたので現
在に至っております。 
●なるほど。幹事を就任されたのは各地で
転勤とか繰り返して弓道と関わってきてい
くうちにそういった就任するという感じに
なったのでしょうか。 
〇そうですね、どこにいても現役の応援は
出来ますから、色んな意味で。 
●なるほど、分かりました。幹事として永易
さんはどのようなことを行ってきたのかと
言うことについてお聞きしたいです。 

〇色々OB 会費、当初は我々の時代は実際に
連絡が付く⽅々の所にお手紙を、当時はこ
ういうことで寄付をお願いしたいというお
願いのはがきをだして、その後、電話の掛け
られる人は電話、直接いける人は直接とい
って、⾯会して寄付を頂戴していたんです。
そういうものがいつのまにか OB の数も増
えてきたせいもあるのでしょうけども手紙
一本だけ、そういうのではやっぱり直接後
輩が集金に来た場合は自分の手元になくて
も誰かから借金してでも払おうという気持
ちが皆さんあると思うのですよ。ところが
最近思うのは手紙一本だけで振り込んでく
ださい。 
●そうですね。 
〇そういう形が散見されたものでこれでは
よくないですよと。 
●はい。 
〇なんだかの形で戦績を郵送するにしても
そういうことをこまめに現役はどういう事
をやっているかとか、最近色んな資料が来
るようになりましたけども。 
●弓陵だよりもその一環として確か作られ
たというのを宮本コーチの⽅からお聞きし
ています。 
〇ええ。ですからそういうのが良くなって
いると思うのですけども、私はそういう意
見を出した記憶があります。 
●なるほど。 
〇ですから、人数が多くなってくるとどう
しても OB と現役の間が疎遠になってくる
んですよね、それは仕⽅がないのですけれ
ども、やっぱりそういうパイプというもの
が持つべきだと。 
●はい。幹事としてはこの OB との数が
年々増えていくにあたって直接会うことが
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できなくなって、寄付など募るときに手紙
一つになってしまうことが繋がりが薄くな
ってきたので、他資料として弓陵だよりと
か広報に関するものを増やしたということ
が幹事として行ってきたということでよろ
しいでしょうか。 
〇ええ。他の⽅も同じ意見の人もおられま
したので、そういうものが最近取り⼊れら
れてきたのが嬉しく思います。 
●ありがとうございます。では次の質問に
移らせて頂きます。幹事として長年弓陵会
について携わってきたと思いますが、弓陵
会について長年勤められてどのように感じ
られてきたのかについてお聞きしたいです。 
〇やっぱりメンバーを見ても、どうしても
遠⽅の人というのは中々そういう幹事会と
かに出席するのが難しくなってきています。
私がなった時は大体３年ごとに位の割合で
あったと思うのですけれども、昭和３０年
から５０年ぐらいまでというのは高齢にな
っていますからそういう人たちはやっぱり
そういう幹事の仕事としては頻繁にお邪魔
するという意見をいうのはだんだん減って
きます。やっぱり交代、新しい血を⼊れると
いうことをした⽅が良いと思うのですね。
ですから、特に５０歳未満ぐらいの人につ
いては卒業年度ごとに最低１名ね、そうい
う形で幹事を選任されて、意見を広く吸い
上げると、そういうシステムがいいんじゃ
ないかと思うのですが。 
●なるほど。貴重なご意見ありがとうござ
います。では次の質問に移らせて頂きます。
永易さんの⽅から弓陵会について何か新し
くこちらの⽅に何か話したいことがあれば
お聞きしたいのですがよろしいでしょうか。 
〇やっぱりなんでもそうですけど会う回数

を、OB には一度も道場の⽅に顔を出したこ
とがない人がかなりいらっしゃるんじゃな
いかと思うのですよ。 
●そうですね、特に今はコロナの影響もあ
って来られないというようなことが多いで
すね。 
〇こういう時代ですから集まりが中々出来
ないと思うのですけど、やっぱり会う回数
が多いほど繋がりというのが切れないので
す。ところが、卒業以来一度も顔を出してな
いっていう、色んな事情があるのでしょう
けれどもそのパイプが切れているのですよ
ね。現役とも含めて。そのパイプはどうした
ら切れないかというのを考えて欲しいので
すよ。 
●はい、パイプ、繋がり。 
〇ええ、OB 会を集める時、手紙一本で終わ
りいうのではなくて、そこのところを、繋が
りがなくなっている人たちを何とかして道
場にも顔を出して欲しいとそういう企画を
ぜひやって欲しいなと。やっぱりね、今新し
い道場になっていますよね。それを見たこ
とがない人がかなりいると思うのですよ。
ですから私の同期で現在４人いますけれど
も１人は来た事がないと、その前後をずっ
と見渡しても半分以上は見たことないのが
いるんじゃないかと思いますけどね。です
から、一度も見たことない人達になるべく
道場へ来てみて欲しいのですよ。そうする
とですね、そう愛着が甦ってくると思うの
ですよね。ですからよく大学祭の時なんか
色んな職域とか地域が集まっているじゃな
いですか。ああいう機会を増やして欲しい
です。 
●分かりました。ご指摘頂いた点について、
今後の弓陵だよりに活かしていきたいと思
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います。 
 
●では次に当時のエピソードについてお聞
きしたいと思います。当時の部の雰囲気が
他部員特に同期とはどのような関わりがあ
ったのでしょうか？ 
 私が⼊部したときの キャプテンは 4 年生
松本邦夫さんでした。この⽅は全⽇の個人
優勝 第一号者ですね。私が一年のときは 
松本主将 神谷 副将 この人たちが怖かっ
たですね…。3 年生には私と読み⽅は同じ
なんですけれども、永安さん、この⽅が 3 年
生におられて 橋川さんとか 若林さんとか
山本さんですね。山本さんはあの全⽇の委
員長をされていました。２年生には 柳さん
とか吉川さんがいらっしゃって、他にも、曽
和さん、山寺さん、髙⽊さんがおられました
ね。 同期には川並くん、福田くん、濱田く
ん 曽合くんがいましたね。曽合君はあの関
西選手権の委員長をしてくれました。 それ
から少し障がいを持っていた堂安くんもお
りましたね。同期の野上くんは工学部出身
で、当時は彼一人だったと思うんですけれ
ども、和歌山から電車を乗り継いで当時 2
時間ぐらいかかったんじゃないでしょうか
…。昭和 30 年代ですからね、今から 60 年
近く前ですから南海電車と近鉄と 当時地
下鉄は一本しかなかったね、御堂筋線しか。 
そういう時代ですから野上くんは 2 時間ぐ
らいかけて通ってましたよ。彼は実験で忙
しくて練習がままならないんでね、夜間練
習をやってましたね！松本主将以下は人数
は少なかったですけれども、ピンと張り詰
めたような⾮常に一⽅筋の通った弓道部だ
ったと記憶しております。  
●なるほど。当時の関大弓道部は人数が少

なかったけれど、団結⼒というものが強か
ったんですね…！ 
〇そうですね。私たちが一年の時は全⽇で
三位だったんですかね。団体は私たちが⼆
年の時に全⽇で初優勝、三年の時は「関西選
手権・団体優賞」をしましたけれども、残念
ながら私の在籍した四年間 「リーグ戦」の
優勝はなかったですね。全⽇のメンバーは
永安 角森、橋川、若林 それから柳、吉川。
それから私らの同期である川並がメンバー
でした。 
●全⽇優勝をした際のメンバーであった若
林さんにも今回インタビューをさせていた
だいたのですが、それに関連してその他メ
ンバーとの関わり、メンバーとのエピソー
ドなどはありますでしょうか 。 
〇その人たちとのつながりですかね。 夏の
合宿が一年の時にありまして、長野県の下
諏訪だったのですが、その夏の合宿が⾮常
に印象深かったですね。当時の合宿の写真
をたくさん残しています。 創業 40 周年の
時に ob 名簿が⼊ったテレホンカードもあ
るので写真と一緒に送ります。↓ 
 

 
 
 
〇話がそれて申し訳ないのですが、私は定
年になって 20 年⽬になります。学校を卒業

写真: 創業 40 周年 テレホンカード 
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してから明治安田生命に⼊社をしまして。
実は私が最初なんですけれども、後から弓
陵会の四人が⼊って来ましてね。実は明治
安田生命には弓道部があるんですよ。我々
の代に作ったんですけどね。 
●そうなんですか？最初に弓道部を作った
のは永易さんということですか？ 
〇いいえ、作ったのはね関学のキャプテン
をしていた⽊村さんっていう人で。 その後、
関学が毎年三人⼊ってるんですよ。で、4 年
⽬に私が⼊ったんですよね。その後９年い
なかったんですよ。 でも辻くんと中村くん
が９年後に⼊って来て、その翌年に叶君が
⼊って、 それから６年後に伴野君が⼊って
きたのかな…。みんなあの実業団で 全⽇本
弓道の実業団で弓を引いていましたからね。
恐らく弓陵会の中で同じ会社で社会人にな
っても弓を引いてるのは 全国ないのでは
ないかな。その中で辻くんが一番年数も長
いし、 年数も長いし回数も長い。 頑張って
現在も香川県の弓道連盟で活躍されていま
す。ちょうど 62 周年のときに今の道場をお
披露⽬した時に当時の田中会長が礼射をし
たんですよね道場で。田中会長が礼射をし
ている写真や中村君との写真を持っている
ので送ります。↓ 

 
 
 

●ありがとうございます。では次に、現役時
の関西大学の様子についてお聞きしたいと
思います 。 
〇昭和 37 年 ですから１９６1 年、当時の
関大の阪急の千⾥山駅は今はあの関大前駅
になってますけれども、 関大前ではなく、
大学前っていう駅でしたね 。 
●あの当時の関大の様子ついてお聞きして
いるんですがとほかの⽅々だと結構その後
の時代だと学生運動とかで結構学校なんか
荒れてて部活動がかなり厳しかったってい
う話をお聞きしたのですが…。 
〇それは私が卒業したあとの話ですね。  
●永易さんの時代には反対の様子がそこま
でなかったのでしょうか。 
〇そういうことはありませんでした。 
●当時の関大の雰囲気、弓道部が活動する
にあたってどのような状況だったのでしょ
うか。 
〇そうですね、私が下宿していたのは吹田
駅でした。そこで下宿していたのですけれ
ど、同期の曽合君と一緒の下宿先でした。一
緒に大学前まで電車で来てそこから歩いて
校舎に行っておりました。私は経済学部で、 
曽合君は商学部でした。 最初の頃は真⾯⽬
に授業を完璧に出ておりまして、6 月後半
になって弓道部に⼊ってからはあの授業と
クラブ活動 それのみの生活でした。ですが
割と授業の友人もできましたし、クラブで
ももちろん 同期とは仲良くやっておりま
した。特筆すべきは 当時はあの野球部 拳
法部、剣道部ですねそういったところは全
⽇で優勝したり、活発にやっていましたね。 
ちょうど 私の学年に フィギュアスケート
で男性で優秀な人がおりましたね。 
●当時からすでにそのような⽅がいたんで

写真: 62 周年 田中会長による礼射 
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すね。 
〇ええ、佐藤って言ってたかな。  
●関大内の他の体育会の⽅々も相当活躍さ
れていたということですね。 
〇そうですね 関大は武道が強かったです
ね。どっちかというと アメリカンフットボ
ールとかラグビーとかサッカーとかそうい
うのは全国的に見たらあまり高くない成績
でしたね。あの⽂化系でね、 落語研究会の
私の同期に上⽅落語界の桂三枝がいて 彼
とは同期になるもんですからずっと付き合
いがあるんですよ。四国のコンサートで相
⽅と⼆人で来た時には楽屋まで花束持って
お祝いにかけつけましたよ。あれは 20１0
年やから 12 年前かな。ですから大阪の天満
にあの繁盛亭という学校専⾨の名誉館長な
んかしてんじゃない？ テレビだと⽇曜⽇
の 12 時にやってた新婚さんいらっしゃい
っていう番組の司会者をやってた人で、 学
生のときはロマンティーチックという芸名
で落研の部長をやってたんですよ。 
●関大にいらっしゃった当時は他の部活や
研究会などとも相当関わりがあったんです
ね。 
〇そういう点では色々お付き合いしていま
した。  
●なるほど、ありがとうございます。では次
の質問をさせて頂きます。弓道部の活動は
永易さんにとってどのようなものだったの
でしょうか、 
〇とにかく私は人が大好きなもんで。クラ
ブ活動を通じて、同じ関大のほかのクラブ
の人あるいは他校の弓道部に関連の人との
お付き合いを OB も含めて、務めました。
そういうことが社会に出て⾮常に役に⽴っ
たと思います。 現在においても。 ですから

社会人になって特にね、 京都大学と関西学
院大学、同志社大学 関東では あの東京大
学 中央大学 早稲田、慶応、明治、同じ代の
弓道部の関係者とは 今でもお付き合いが
あります。それは社会に出てからすごく役
に⽴ちました。みんなはやっぱり応援して
くれますよ。 こちらが⾶び込んでいけば。
同じ弓道やっていたということだけでね、
今の友達づきあいができるんですよ 。それ
は⾮常にありがたかったです。 ですから先
ほど申し上げましたように そういった大
学の昭和 37 年に⼊部した同じ⽊の人、特に、
関学のキャプテン、マネージャー、副将この
３人との付き合いは今でも続いてます。  
●部活動は永易さんにとって多くの人と関
わる機会が増えて、その後のつながりが社
会に出てからも相当強く役に⽴ったという
ことですね！ 
〇やっぱり主務をやってたおかげだと思い
ます。 
●なるほど。次に、弓具がかなり今のものと
かなり違ったものを使っていたとお聞きし
ました。永易さん自身どのような弓具を使
って弓道をやっていらっしゃったのかお聞
きしたいです。  
〇弓は私は身長が高かったもんですから普
通の弓じゃなくて伸び弓っていう身長の高
い人⽤を使ってました。弓は両側が竹、真ん
中に板が⼊ってるやつね。当時は竹製でし
た。 
●竹製ですか！ 
〇⽮も竹ですね。身長が高かったので伸び
弓を使っていて、当時は全部竹製。私が 6２
周年の時、道場に行った際に最近の弓や⽮
とか⽮を見てびっくりしました…。今はほ
とんど竹製なんて無いね。 
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●はい。去年も OB の⽅に、インタビュー
させていただいた時に当時使っていた弓を
拝見したのですが、竹製は今使っているも
のとかなり感触が違ったなとそういう⾵に
記憶しています。 
〇そう、わたしらが社会人で引いてた時も
竹製の弓を引いていましたからね…。 
●社会人になられてからも長い間竹製を使
ってたっていうことでしょうか。 
〇そうですね、私は 10 年間ぐらいですけど
ね。20 代から 30 代の前半ぐらいまでかな。 
それ以降は仕事の関係でね、地⽅に行った
りしてだんだんあの弓を引く機会がなくな
ってきましたけれど…。そのときもまだ竹
製の弓と、竹製の⽮を使ってました。 
●なるほど、ありがとうございます。最後
に、現役部員へのメッセージをお願いしま
す。 
〇最近はいろんな⼊部の仕⽅、それこそ経
験差もあるでしょうし、ずぶの素人から⼊
る人もいるでしょう。その 4 年間の間のさ
まざまな出来事があると思うんですけれど
も、1 度⼊った クラブっていうのはいろん
な困難があったとしても全うして、4 年間
貫通して、卒部して欲しいと思います。そう
いうことが社会に出て必ず役に⽴ちますし、
私も実感をしております。これが私の現役
の部員に対する希望でありますし、そうい
うつもりでやってほしいと思います。 
●はい、ありがとうございます。質問はこれ
で以上となります。最後に今現在コーチを
されている宮本コーチから、最近ご無沙汰
してございますが、今はどのようにお過ご
しでしょうか。と伝言を預かっております。 
〇年を重ねて今年で 79 歳になります。です
からだんだん体も言うこと聞かないところ

が出てまいりましたけど、毎⽇朝と⼣⽅ウ
ォーキングで体を鍛えて、俳句・川柳をたし
なんで、カラオケで声を出しております。特
にカラオケ関係は⽼人ホームのボランティ
アをやっております。もう⽼人ホームに⼊
る年代に差し掛かっているんですけれども、
できる範囲で自分の健康のためにも毎⽇頑
張っております。 
●ありがとうございます。お伝えしておき
ます。本⽇はインタビューにご協⼒いただ
きありがとうございました。今後とも関大
弓道部をよろしくお願い致します。 
 
取材⽇ 2022 年３月７⽇ 
取材者 田中 大輔、大石 望路、巽 羽雪 
 

 
 
 

 
 
 

写真: 昭和 37 年 合宿 

写真: 昭和 37 年 夏合宿(長野県下諏訪) 
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写真: 大学祭 昭和 37 年 

写真: 大学祭 弓道部 行進 

写真: 昭和 37 年 合宿 

写真: 関大弓道場にて 永易さん 会 

写真: 昭和 37 年 合宿 

写真: 昭和 37 年 合宿 
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写真: 大学祭 弓道部 行進 写真: 関大伝統の”⼟人踊り” 

写真: 1962 年 12 月 送別会 写真: 2014 年 62 周年記念総会 

沢山のお写真をありがとうござい
ました！！ 
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若林寛さん 
昭和 39年卒部 
昭和 38年 
 全⽇本学⽣弓道選手権⼤会初優勝 
 

 
●始めたきっかけについて教えて頂きたい
です。 
〇始めたきっかけは⽇本的なことが好きで
実際に茶道や詩歌、剣舞をしていた中で武
道に興味を持ち、弓道を始めた。高校から弓
道を嗜んでいた。 
 
●⽬標⽬的について（弓道部当時のこと）お
願いします。 
〇いいメンバーがそろっており、リーグ全
制覇を⽬標に取り組み、全国⼤会を⽬指し
して練習をしていた。 
 
●当時の役職・部内での役割について教え
て頂きたいです。 
〇役職はついていないがいいメンバーがい
たからそれぞれ主将など務め、学⽣連盟で
山本さんが活躍していた。 
弓道通じての⼼ある⼈間の集まりばっかり
だったので今もみんなで弓友会というのを
作っていたけど、学⽣時代は役職について
いなかった。 
 
●昭和 38年 第 11回全⽇本学⽣弓道選手
権⼤会を団体で優勝されたとのことですが、
当時のメンバーについて何かありましたら
お願いします。 

〇よく全国⼤会で優勝できたなとおもって
いる。私も４射中２射しか中たらなかった
けれども他の⼈が皆カバーしてくれた。だ
からいい思い出が残っている。 
 
●メンバーはこちらで調べましたところ、
永安さん、橋川さん、若林さん、柳さん、吉
川さん、川並さん、同期の⽅で角森さんいら
っしゃいましたか。若林さんにとって、どの
ような⽅々だったのでしょうか。 
〇角森さんはその中でも素晴らしかった。 
リーグ戦通じて私もいい成績残したので全
国⼤会にメンバーに選ばれた。そういう権
利があったと思います。 
 
●そのリーグ戦というのは若林さんがリー
グ戦に出られたとおっしゃられていたので
すが、この全⽇本学⽣弓道選手権団体のメ
ンバーは同じメンバーになられましたか。 
〇同じです。でも柳以外にたくさん後輩が
おられたが柳が一番よかったのだろう。 
 
●今回の弓陵だよりのインタビューにて柳
さんのインタビューもさせて頂きます。私
どもを通じてとはなりますが、もし柳さん
へのお言葉であったりありましたら教えて
ください。 
〇いやいや後輩としてよく頑張ってくれた。
実は卒業した後も弓道部を支えてくださっ
たことに感謝の意を見せている。 
 
●当時の部の雰囲気や他の部員について教
えて頂きたいのですがまず主に同期につい
て何かエピソードはありますでしょうか。 
〇同期の⼈たちについては合宿が続いたり
それから道場で宿泊があったりしましたの

お電話でのインタビューを
させて頂きました！！ 
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で。 
●はい、宿直というものですか。 
〇そういうのがあったりして、今卒業して
からはそれがいい思い出として残っている。 
 
●何か具体的なエピソードがありましたら
教えて頂きたいです。 
〇具体的にはない。というのは僕らでてか
ら新築になったのか⻑年の夢がどんどん加
熱されていったので今の道場は掃除など維
持してほしい。 
 
●部の雰囲気についてお伺いしたいのです
けれどもよろしいでしょうか。 
〇私らの時はそこそこの同僚たちがかっつ
りスクラム組んでしていたのでそのような
部分は団結⼼があり思いやりのある数々が
多かった。 
●はい、もうそれは先輩、後輩、学年関係な
く弓道部一体としてということでしょうか。 
〇そうそう、私らの代は⼥性がいなかった
からそれが寂しいかったが、卒業してから
⼥性の⽅が⼊ってきてらっしゃって活躍し
なさったから一つの夢ではあった。授業に
行くにしたって袴で講義を受けていたから
学業の⽅もさぼることが出来なかったが自
分でも規制を敷くことができた。だから連
絡も講義をよく受けたように動いている。 
●弓道だけをするのではなく、⽂武両道と
いう形で弓道をされて他にも気が引き締ま
るような、そういう事ですね。 
〇そう、そういうには学⽣服だけでなくっ
て着せることによって⼼が引き締まった。 
 
●ありがとうございます。次の質問です。次
に先輩、後輩のエピソードについて覚えて

いらっしゃることがあればお伺いしたいで
す。 
〇私らの代はよく試合に負けたら丸坊主で
あったりしましたから厳しかった。試合に
は厳しいし、そういう学⽣⽣活では厳しさ
はあった。優しさの中にも厳しさがあった。
だから今も他の⽅々とも交流をはかってい
る。 
●先輩、後輩と現在も交流を続けなさって
いるということですか。 
〇同輩の交流はしている。 
●同輩の⽅と交流されるというのはコロナ
渦以前だと集まられたりされていたのです
か。 
〇そうそう。しかしここ２、３年は会えてい
ない。弓友会というのを作って交流させて
頂いていた。昔の部活の思い出のお話に花
が咲きますしいまだに思い出の弓道部だっ
たと思う。 
 
●現役時の関⼤についてのエピソードをお
聞きしたいです。 
〇現役時代はあまり今みたいに多くなかっ
たのでそう意味ではオールマイティーで弓
道に没頭することが出来たのではないかな
と思います。 
 
●憶測にはなると思いますが、全国の弓道
部から見ると、関⼤⽣がどのように見られ
ていたかについて教えて頂きたいです。 
〇関学、同志社、⽴命にしたってやっぱり少
し関⼤はパンクラ数多かったですので質実
剛健そういう⾵格があった。他校と違って
賞罰指針、負けたら負けたでそういう自分
に反省すると言う意味を込めて頭丸坊主に
した。遠征にいったって後輩あるいは先輩
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のそういう演技はあった。それと同時に他
校からの尊敬の⾯を持って見られていた。
というのが戦績に残されたのが多いのでは
ないかなと思います。 
 
●なぜそのような輝かしい成績を残せたと
お考えでしょうか。 
〇同僚の中でも 20 射皆中する者も見てい
ましたし、リーグ戦を通じてそこそこ皆さ
ん良い成績を残されているので私も 20 射
中 19射までいき 20射は出来なかったけれ
どもそういう意味では中てるばっかりでは
なくてここの修行はできていたのですかね。
いい意味では一致団結して弓道が出来たの
ではないですかね。それで役員のひとがそ
れぞれの分野で活躍してくれた。⽔⾕さん
が関⼤の役員をしていて、山本さんは弓道
連盟の役員をしていて、永安さんは主将を
していた。それぞれ役を持ってなおかつ弓
を引いていたからそういう役割分担は出来
ていたのかなと思う。 
●今お話しを伺っていると各々のメンバー
が責任感を持って弓道に取り組まれていた
のかなという⾵に感じました。 
〇私らの上にいい先輩がたくさんいらっし
ゃった。松本さん、浜本さん、四国の佐⽵さ
んとかにも指導してもらったので追いつこ
う追いつこうとしていました。 
 
●弓具についてです。どのようなものを使
ってらっしゃったかということをお聞きし
たいのですが、例えば当時⾜袋をはかずに
練習されていたなど弓具に関することがあ
りましたらお願いします。 
〇⾜袋は履いていなかったと思います。そ
れで特段弓具については印象にないです。 

●現役⽣は猪飼弓具店に弓具を購⼊しに行
っていますが当時はどちらの弓具を使われ
ていましたか。 
〇私達もそうですよ。十三の⽅まで買いに
行っていました。 
●なるほど。今と同じです。 
〇今はほとんど⽼舗になっていますよね。
金属製になっていますが私達の時はありま
せんでした。 
●弓本体にですか。 
〇⽵製のものをよく使っていましたので消
耗が激しかった。 
●金属というのは弓具の⽮などについてで
しょうか。 
〇そういうのが今つけいてるのが私達の時
代はなかった。だから⽵製の特性をよくし
っておかないと的に中てるのに苦労した。 
●現役⽣は、今の弓具の有難さに感謝しな
ければなりませんね。⽵の保存⽅法、⻑持ち
させるためにされていた工夫とかは特にあ
りませんか。 
〇それはないです。よく手⼊れはしました。 
●ちなみになんですけれども一⽇何射ぐら
いお引きになっていらっしゃったのでしょ
うか。 
〇何射というのは記憶に残っていないなあ。 
●時間⾯では覚えていらっしゃいますか。 
〇時間⾯は３時間４時間はざらに引いてい
ました。部員が多く来ていた時は的に⽴つ
ことは出来なかったのでしょうけど後は巻
き藁で鍛錬するとかそういう意味ではよく
引いていたと思います。練習に勝るものは
ないですから。 
●弓具で３、４時間練習する中で弦もよく
切れるとのことでしたけれども週に１回で
あったり月に１回であったり、弦を変える
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期間とかは覚えてらっしゃいますか。 
〇そこまではちょっと覚えてないです。 
●分かりました。ありがとうございます。 
 
●関⻄⼤学体育会弓道部の経験が社会にで
てからどのように役⽴ちましたでしょうか。 
〇弓道で培った上下関係を⼤事にするとか、
そういう意味での⼈間関係を⼤切にする精
神を学びました。それが未だに役に⽴って
います。言葉遣いにせよ、先輩を敬うとか後
輩を思う気持ちというのは社会に出てから
も⼤変役に⽴ちました。それと弓道は礼に
始まって礼に終わると言われますけれども、
だからそういう意味では社会に出ても礼を
すると言うことを学ばせて頂いたと思いま
す。 
 
●現役部員へのメッセージがあれば頂きた
いです。 
〇現役部員も⼈数がいっぱい⼊ってこられ
て⼤変であると思いますけれどもそこそこ
の成績を残して頂いていますのでこのまま
全国⼤会で優勝できるようになお一⽣の精
進を励んで頂いたらと思います。その前に
まずリーグ戦に勝ち残ってからですね。私
らの時代は関学がそこそこの成績を残して
いましたので打倒関学という戦いをしてい
ました。そういう⽬標を打倒していくのを
念頭におきながら頑張って頂けたらと思い
ます。 
 
●打倒関学というお話頂きましたけれども
全国⼤会となるとやはり都学の⽅も強かっ
たのでしょうか。 
〇東京も強いですね。⻄洋打倒という短い
⽬標を通しながら全国⼤会のレベルまでに

皆さんが⽬標を持って出来たら集まってい
かないと⼼の勝負ですから。そういう意味
では関東にはまだまだちょっと関⻄は手が
届かない状況になりますのでそういう意味
での切磋琢磨が必要だと思いますね。 
●近くに相手を見つけて切磋琢磨していく
ということですよね。 
〇僕らの時代はそういう同僚がいい成績を
残してくれましたので⾮常に高いレベルで
の切磋琢磨をしていました。 
●まず、部内での闘争をしていたというこ
とですね。 
〇ただ中てるだけではなくそういう意味の
因果関係を⼤切にしていました。 
 
●質問は以上になるのですが若林さんご自
⾝で何かお伝え忘れしたことであったり追
加内容があれば教えて頂きたいです。 
〇道場に行きたいと思いながら行けてない
し私の同僚で若山がいまだに弓を引いて５
段貰っていますし、そういう意味では機会
があれば弓を引けるようなチャンスを持ち
たいなと思っています。 
 
 

 取材⽇：2022年 3月 25⽇ 
取材者：折戸 千紘(三) 

   巽 羽雪(⼆) 
   野澤 陽菜(⼆) 
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柳 宏さん 
 
昭和 40 年 卒部 
昭和 38 年 全⽇本学⽣⼸道選⼿権⼤会初
優勝メンバー 
 
 
1． ⼸道を始めたきっかけは何ですか？ 

徳⼭⾼校に⼊学後、⾼校ではスポーツク
ラブに⼊りたいと思っていた。みんなと
同じスタートラインにつけるものがい
いと思っていた時⼸道部が新設された
と聞きこれがいいと。⼊部者は５名（内
３名は上級⽣）、しかし道場はまだなく、
⾳楽教室で巻き藁に向けての練習の
⽇々。夏休みに初めて市の警察道場で的
に向けての練習が始まる。１０射４〜５
本程度の的中になるも、⼭⼝県秋季県⼤
会に個⼈出場、まぐれで１０射９中の個
⼈優勝。⾼校では常に試合に出られたが
⼤学の⼊部者は推薦３名、経験者は４名
で、試合に出ること、結果を出すことが
⽬標となった。 
早くもその機会に…同志社⼤学との新
⼈戦。１７中のトップの成績でレギュラ
ークラスの練習に参加できるようにな
り、試合にも出場することが多くなった。 

２．当時の柳さんの役職、または部内での役
割 

役職：主将、２⼈の副将（和⽥、吉川）、主
務（⼭寺）と部内をまとめ、伝統の戦
績をあげることだと思っていた。 
⾃分は厳しく部員をたたき上げるタ
イプではないので、⾃らの⼸道に取り
組む姿勢、的中への執念、粘りとその 

 
結果を⽰し、部員を⿎舞した。 
副将の吉川君は卒業後、⾃営業の合間、
コーチとして後輩の指導に当たった
が、その情熱は現役の時から厳しく、
嫌われ役を引き受けチーム強化に役
⽴ってくれた。 

３．S３８年の全⽇本学⽣⼸道選⼿権団体優
勝でのメンバーの⽅との思い出につい
てのお話をお伺いしたいです。 
５⼈⽴ちであれば関東の⼤学と勝負に
なるからと常⽇頃、道場でのレギュラ
ークラスの練習で森川先⽣は⾔われて
いた。若林先輩が「緊張のあまり⾜が震
え、的が⾒えない」と⾔われるほどの雰
囲気の中での試合。相⼿は関東の雄早
⼤（早稲⽥⼤学）。 
⼤前 ⾓森先輩の甲⽮の的中で始まる
先攻。記憶が正しければ、落ちの永安主
将が、甲⽮、２本⽬と外されたと、しか
し他の⽮は全員が的中、早稲⽥の的中
を待つ。 
早稲⽥は、⼤前、２⽴⽬の選⼿が外し、
これは勝った…！と私は思いましたが、
さすがに早稲⽥、強い。その他は全部的
中で同中に。２本ずつの競射に⼊り、最
後の１０本⽬、関⼤は外れ、早稲⽥の⽴
ちに。１廻りの５⼈全員的中、２廻りに
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⼊り、落前が外した時、また競射か…と
思われたが落ちも外し、勝利が決まる。
奥詰まる‟関東の雄”との戦いであった
が、負ける気はしなかった。この気持ち
が⼤切！ 
４．昭和３９年関⻄学⽣選⼿権、２年ぶ
りの優勝 
柳、吉川、川並、福⽥、⼭本 
この選⼿権はつきも味⽅、道場の静寂
の中、審判席のところでコーンという
落し物の⾳で勝利が⾒えた。予選の相
⼿校は覚えていないが、相⼿校の２⽴
の的中を終え、残り 3 射、1 本の当た
りで負けに。しかし相⼿校が全部外し、
競射の末勝利。 
その後はメンバーの頑張りで決勝戦へ。
落ちの私の留⽮で優勝が決まる場⾯。
引き分け、会に。その時、審判席で物を
落とす⾳。その⾳に反応していつもの
‶ビク″が（私は 2 回⽣の頃から物⾳
に反応してときどき‶ビク″が出る様
に） 
2.3秒呼吸を整えてる時、審判席にいる
⼈が、「これで関⼤の優勝や。」と⼀⾔。
私の癖を知ってる。引き分け、会に。会
では伸び、これがないと的中にならな
い。森川先⽣のご指導の通り、伸び、押
し込み⾦的へ。 
しかし、優勝杯での廻し飲み、ダメ。と
取りやめに！ 
OBの⽅々の激励とはわかっていたが、
2 年ぶりの優勝だったので私には⼤変
ショックだった。 

５．先輩とのエピソード 
秋のリーグ戦に向けての練習中、濱渕先
輩が激励に道場へ！練習を⾒ながら、

「おい、柳、リーグ戦で皆中すれば⼑を
やるが、どうだ。」とお声がかかる。私
は練習、試合でも今まで皆中はなく、道
場の皆中者の名札に憧れていた。 
先輩の⾔葉を信じてリーグ戦に、神⼾⼤
との⼀戦と記憶するが、16 本⽬の⽮が
枠にあたり、枠を弾いてなく当りに！！
ラッキーさもあり皆中に成功。 
後⽇先輩の園⽥の下宿先に向かう。本物
の⼿⼊れされた⽇本⼑３振り、「‶好み
のもの″をどうぞ」と⾔われその中の１
振りを⼿に握り、その重量感、威圧感に
圧倒され、怖れを感じて辞退する。 
その代わりに、鏃（やじり）をいただく。
後⽇、その鏃を数⽮につけて試射すると
その⽮のスピード感が増し、正確に真っ
すぐに⾶ぶことに昔の⼈の知恵を感じ
させられた。 
６．現役時代の⼸道部のエピソード・・・
他の⼤学と⽐べて 
我々の学年、少し上の先輩⽅、後輩も同
様だったと思われますが、練習及び試合
時のユニホームに、下の袴を⽤意するた
めに、先輩に連れられて、難波のごかい
百貨店（中古品を扱っている）で⾃分の
背丈に合う中古袴を購⼊。（４年間は洗
濯もせず着⽤しました） 
３回⽣の東京遠征の時には、袴、下駄ば
きの姿で⼭の⼿線に⽇⼤道場へ！ 
道場に⼊るなり、きれいに刈り取られた
芝、磨かれた床、全部員の⿊袴にスマー
トさを感じさせる。 
わが関⼤⼸道部のバンカラさに関東の
⼤学との差がまだまだと感じましたが、
現役の⽅々の‶⼸陵便″を拝⾒します
と、的中率も向上し、その差がないと感
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じています。 
７．⼸具について何か感じたこと 
使⽤している下がけが⾃分の好、不調の
バロメーターに！ 
１回⽣の頃は下がけは汗⽤に使⽤する
位の布と思って洗濯を繰り返し、⻑く使
⽤していた。 
２回⽣になった頃、森川先⽣から「下が
けをみせなさい。」と⾔われ何だと思っ
たが、森川先⽣は「下がけの親指の腹の
⽅が汚れている。⽖の⽅が汚れるような
親指の動きを」と直された。２時間近い
通学電⾞で親指の反復練習をすること
で親指の動きも良くなって、離れがスム
ーズになった。 
８．⼸道部での体験が社会でどのように
役⽴ちましたか？ 
森川先⽣にご指導いただく道場での夜
間練習後、襖の開け⽅、正座の仕⽅等
⾊々と礼法についてのご指導を頂いた。 
この様なことから私は⼸道を通して服
装や尊ぶ姿勢、個⼈プレーであるが、団
体でプレーするチームワーク、ピンチの
時には協⼒、忍耐⼒を持って切り抜ける
⼒が少しは⾝につけられた。 
このことが社会に出て、⾃分の会社が整
理になるかもの事態に遭遇した時にあ
る程度の冷静さで対応できました。 
９．現役部員へのメッセージ 
現役の⽅々にはスポーツとしてが第⼀
の⽬標では！ 
その⽬的達成には第⼀に的に中てるこ
と 
集中した練習を⾃分にあった⽅法で…。 
その繰り返しの毎⽇で射形、当りもおの
ずとついてくるものです。 

納得の４年間を過ごしてください。また、
私たち同期は剛⼸会（幹事：曽和、⼭寺）
として現在は岸、髙⽊、原、東⼭、⼭寺、
柳、計７名（故⼈：⽟置、⾕⼝、吉川）
が毎年５⽉９⽇（ゴウキュウ）に、ゴル
フ、旅⾏、飲み会など（ここ２年コロナ
で中⽌）に集まって現役時代の⼸の話で
盛り上がります。それから現役の⽅々に
も、同期の会があるようですが、卒業後
も当時の話に夢中になれる皆さんであ
ってください。 
 
 

 取材⽇：2022年 3⽉ 29⽇ 
取材者：折⼾ 千紘(三) 

   野澤 陽菜(⼆) 



 
 新型コロナウイルスが流行し始めて早二年、何度⽬の波、何度⽬の緊急事態宣言がやって
くるのでしょうか。家族に会いたい、友だちに会いたい、旅行に、ライブに、カラオケに行
きたい、オンライン授業なんてもう嫌だ。二十歳になっても先輩と飲みにいけない。マスク
取りたい。 
 がらりと変わった環境にあがきもがいた初めと⽐べると、もはや当たり前となってしま
ったこの生活。かつての当たり前を知っているのはもう 4 回生だけ。世界的大流行ととも
に入学した 3回生、つづく共通テスト第一期の 2回生。部員らは何を感じ、何を思う。思い
の丈を書いてもらいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年一年を振り返って… 

練習形態がコロコロ変わっていた 

―あ（二） 

コロナでオンライン授業が多く家から一生出ないみたいな時
に弓道部に入ったことで条件付きではありましたが練習に行
くことができ、健康的で意味のある毎日を過ごすことができ
ました。先輩や同期に会うことで生きる気⼒をもらっていま
した。 

―田村陽向（二） 

自分達が一回生の頃よりは練習ができるようになったことが良かった             

―あ（三） 

みんなの素顔をはっきりと認識出来ていない。コロナ明けに顔と名前が一致するか不
安。直接会って遊ぶことがなかったので、ほとんど Zoomでオンラインゲームをした。 

―northfeet（二） 

昨年辛かったのは、遊びに出られなかったことです。とある偉人が好きで、推しの聖地巡
礼をするのが趣味なんですが、電車一本とは言え県をまたぐ移動がしにくいので自粛をし
ている状況ではできず……弓道の合間に本を読むので我慢していました。かれこれ 2年以
上続いているコロナ禍ですが、以前と同じ様な生活が戻ってきたら、同期と名⽬上は観光
として博物館などに一緒に行きたいですね！「コロナ禍が落ち着いたら一緒に行こう！」
みたいな話も割としていたので（笑） 

 

三十三間堂の後に首の痛みが原因で髪を 50cmほどバッサリ切りました。ただ、その後は
班が分けられている中での練習になったため、他の練習班の部員から 1ヶ月以上経ってか
ら「髪切った？」とツッコまれて、髪切ったっけな……？となることがありました（笑） 

―ぴいと丸（四） 
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自分にとっては世界ががらっと変わった一年でした。 

一つ⽬の変化は役職についたことです。憧れの新人監督になりました。どうやったら弓道楽
しんでくれるかな、もっと頑張ろうと思ってくれるかな、などと他人軸で弓道に向き合うこ
とが増えました。私がとてもお世話になった宮下さんのようなスーパーウルトラ最強新監に
なれてたらいいなと思います。(笑) 

二つ⽬の変化は選手になったことです。万年メンバー候補で試合は仕事に徹してきた自分が
メンバーになる、公式戦で優勝する、インカレに出る、20射皆中をする、入部当初の⽬標を
次々とクリアできた年でした。 

この一年間さまざまな経験をさせていただいたことで、一つの信念ができたと思います。そ
れは「初心者の⽬標になること」です。 

一年生の時に偉大な初心者の先輩⽅に憧れ、努⼒したように、私自身も次の子たちにとって
そういう存在になれたらと思って日々練習しています。女子は特に経験者に分がある傾向に
あるので、そんな中でも諦めないで、弓道経験・学年関係なくくらいついていって欲しいな
と思っています。そのきっかけに自分がなれたら、と思うようになりました。 

 

これまでは自分が上手くなりたいとか、そういう自分軸で弓に向き合ってきましたが、いろ
んな経験を経て、他人軸で弓に向き合うようになったことが一番の変化だなと思います。 

―宮本紗衣（四） 

強い関大を身近で感じることができました。 

―たつみ（四） 
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練習はもちろん、外出、外食がほとんど出来ず、大学生らしい生活ができなかった 1年でし
た。コロナがなければもっと同期や先輩、後輩と遊びに行けたのに…もっと弓道が上手くな
れたかもしれないのに…と思います。しかし、良かったこともあります。この期間を利⽤し
て FP2 級の資格を取ったり、新しい趣味を見つけることができました。楽しい一年ではな
かったですが、成長できた一年だと思っています！ 

―みさてぃー（四） 

弓道のことに関しては昨年のオフシーズンに一気に成長した気がします。担当新監の林さん
やさまざまな人にアドバイス等をもらい、高校からずっと課題だった早気を克服できたり、
的中率もどんどん伸びてきたのでとても嬉しかったです。コロナ禍ではありましたが、良い
友達もたくさんできたし、関大前のお店にも行きたかったですが、全然行けなかったのが残
念でした。 

―グッチー（二） 

湯船に浸かることがとても大事だということに気付きました！！1.2 回生のときまではシャ
ワー生活をしていたのですが、昨年ある先輩にとても強い熱意で勧められたので入ってみま
した！今までシャワーが早いし楽でいいと思っていたのですが、もう湯船に浸かると疲れの
取れ具合が全然違い、気持ちよくその日もぐっすり眠れました。それから、私は毎日湯船に
入っています！どんなに疲れていても⾯倒だとは思わず、まずは湯船に入って日頃の疲れを
取りましょう！ 

―匿名希望（四） 

練習試合も試合もすっかりオンラインに慣れてしまいました。オンラインでも対⾯でも、ど
のような状況でも活躍できる選手になりたいと強く思いました。練習終わりの外食はやはり
最高です！先輩⽅！またご飯連れていってください！їјљњ 

―匿名希望（二） 

なぜラーメン屋に行けないのだろうか。私は訝しんだ。猛威を振るう未知なる彼らは私たち
の生活を大いに変えた。zoom 練習、無限素引き編、愛想笑いの交流。思い描く大学生活か
らはかけ離れた現状。啜るカップ麺は本物とは煮ても似て⾮なる偽物。空いた容器は積み上
がり抱いた期待は崩れ去る。…一年前を振り返り自由が与えられた現在の幸福をとこ塩らー
めんの汁と共に嚥下する。 

パワーパワー 

―阿波徳島きんに君（二） 
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班で分かれて練習していたので、練習に行っても会えない人がいるのが 1 番悲しかったで
す。2ヶ月ぶりに会う人もいたので同じ部活動をしているのになぁという気持ちになりまし
た。今年は全員で練習頑張っていきたいです！！ 

―大下拓真（三） 

試合は依然として zoomでの開催がほとんどでしたが、一度だけ対⾯試合がありました。他
大学の⽅と同じ道場で試合を行うというのは、やはり zoomでは味わえない臨場感がありま
した。今年は対⾯試合も増えてきて、少し活気付いてきている気がしています。以前の対⾯
試合では自分は応援する⽴場でしたが、今後の対⾯試合では選手として試合に出られるよう
に頑張ります！ 

―富田真央（三） 

昨年は一回生の時のかっこいい先輩⽅が試合で活躍する姿を見て自分もあの場に選手とし
て弓を引きたいと思いやる気満々でシーズンに臨みました。新人戦はありましたが、その後
再びコロナにより自粛となり思うように練習することができずこの先どうなるのか不安を
抱えていました。しかし、家で一日中巻藁をしたり、筋トレに励んだり現状で自分のやれる
全てのことをやろうと自粛期間を過ごしました。そのおかげか関西選手権のメンバーとして
選ばれたことは人生で 1番嬉しかった思い出です。 

―大江達也（三） 

入部してからコロナ禍によるオンライン試合が多かった中、去年は少しずつ対⾯での公式試
合も増えていったのが本当に嬉しかったです。私はインカレで東京に行ったり、王座決定戦
で伊勢に行くことができたり、自身の対⾯での試合の経験が増えたのがよかったです。これ
からもこの経験を活かして関大が勝つことに貢献できるように頑張っていきたいと思って
います。 

―植⽊鈴華（三） 

コロナ禍での部活動しか知らない僕たちは特殊な環境で一昨年、昨年とやってきましたが自
分が 2 回生であった昨年の 1 番心に残っていることはリーグ戦のメンバー候補としてリー
グ戦を間近で見たことです。あの憧れだった先輩達が届かなかった王座出場、そして優勝を
叶えるためこれからも精進していきます。 

―柴山周（三） 
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今年に入ってから規制が緩和されて関前のお店に行けるようになりました！今までは学部
の子たちが「ご飯食べに行こー！」等と楽しそうにしていても参加できず、大学生らしから
ぬ節制生活を送っていましたが、ようやく関前のお店を開拓できそうです。コロナで良かっ
たのは、遊びに行けなかったのでお金の無駄遣いがなかったことです(笑)。また礼拝が正規
練習の前後になったため、授業に遅刻したり、授業が終わる五分前からそわそわするような
ことがなくて嬉しかったです。 

―匿名希望（三） 

コロナ禍で入部するか悩んでいましたが、入部することに決めて弓道部の⽅々に出会えて良
かったです。夏は開けを毎日してバイトもほぼ毎日ありましたが、同期と協⼒してできて仲
良くなれて嬉しかったです。途中まで話したことなかった先輩⽅も沢山いましたが、オフシ
ーズンに道場で色んな⽅と話せてよかったです。コロナで制限されることが多かった 1 年
でしたが、弓道に打ち込めて素敵な出会いが沢山あったそんな 1年でした。 

―うめこんぶ（二） 

同期の人達と居酒屋で楽しくお酒を酌み交わしたり、下宿の家で鍋を食べたかったなあ。ま
た、当時の 1回生とご飯や会話、指導を通してもっと育成をしてあげたかった。 

家に引きこもるのはやっぱり辛い！家でオンラインの授業を受けて課題するのは全然⾯⽩
くない！ 

―ぎょ（四） 

私が昨年を通して感じたことは、弓道は結局おもろいってことです。メンバー練習に参加さ
せて頂けたと思えば、全然上達せず落ちたり、射が全然安定せず的中もぜんぜん上がらない
1年でしたが、続けてこれたのはやっぱり弓道が楽しいからです！あの自分がやろうとした
こと通りに体が動いた時の気持ちよさが半端ないです。 

―メガネ（三） 

新人監督の仕事は初めは不安しかなかった。私が指導して良いのだろうか、私が担当で良い
のだろうかと。しかし、今や彼らを指導できないのが辛い。なぜ２回生監督に担当の子達を
渡さなければならないのか。いや、渡さない。渡してなるものか。 

今年もこんな⾵に思えるようになりたいが、未だ一回生と雑談することさえままならない現
状である。君達を嫌いなわけじゃない、人見知りなだけなんです、、 

―岡衛⾨（四） 
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昨年 1 年は怒涛の大学生活であっという間
に過ぎてしまいました。まさか自分が弓道
部に入部し、袴で講義を受けることになる
なんて想像もしていませんでした。笑 

しかし、何事も形から入るといいます!!袴を
着こなして弓道も上手くなるぞっ！！ 

―植野真緒（二） 

今年の 4月までは関大前でご飯を食べた事が一度もありませんでした。外食が解禁されたこ
とで色々な所に食べに行く事ができ、本当に嬉しいです！おすすめのお店や料理、穴場スポ
ットなどがあれば是⾮教えてください！！ 

―弓削穂実（二） 

先輩と飲みに行けなかった事。 

私が一回生の頃はまだ未成年だったのでお酒も飲めず、打ち上げの時も先輩⽅が楽しそうに
お酒を飲んでいる中、同期とご飯を食べていました。 

その時に成人になったら先輩とベロッベロになるまで飲もう！と思っていました。 

昨年度がラストチャンスだったのですが、二年連続外食禁止になり、その野望は果たせませ
んでした・・・ 

先輩⽅と飲みに行くことはできませんでしたが、後輩と飲みに行くチャンスは後一年残され
ています！ 

今年こそ、後顧の憂いなく飲みに行けることを願うばかりです。 

―上野康生（四） 
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2021 年度も活動が班分けになったりして思うように皆んなと一緒に練習や PG ができなか
ったです。特に O君と一緒に PGに行きたかったです。 

今年度は一緒に行こうね♡ 

じゃあ、ジム行く？ 

―自称弓道部最強のバルク（三） 

家の天井がもっと高かったらな…って思ったのは、小さい頃部屋にトランポリンを置く
ことを諦めて以来です。（外でしか素引きできないので自粛中の雨はつらかった！） 
思い描いていた大学生活とはほど遠い、本当にふでこまみれの 4年間を過ごすことにな
りそうで慄いています。もっと射技を上達させて、手の傷もなくして彼女と手繋ぎたい
です。まぁ彼女いないんですけど。 

―匿名希望（二） 

オンラインで射技を見直そう週間があり、しっかりと自分の射技を見直すことができた。そ
のおかげか、射技向上に繋がったのでよかったです。 

班わけの時期では、メンバーも固定されつつあり、会いたくても会えない同期もたくさんい
たので、はやく班わけ練習おわれーーと思っていた。 

外食が解禁されて、同期とわいわい話しながらご飯食べれるのは楽しいなぁとめちゃめち
ゃ感じます！今度は後輩といきたいなぁと思ってます！ 

―貫戸彩花（二） 

昨年はグループ分けによって、違うグループの人と話す機会が少なくなってしまい
ました……。今年はそれを埋めるようにたくさん道場や合宿先で下回生ともっと仲
良く深い関係を気づきたいです！！ 

―まるぽん（四） 

あなたは僕にとってハチミツの様な存在だよ。 

僕の大学生活はハチミツのように濃密で絡まり合う物だと思ってたんだ。でも…この 2 年
間、水増しされた蜂蜜のよう。大好きな友達といっっぱいご飯を食べて、梅酒の蜂蜜割りを
いっっぱい飲んで遊びたかったなぁ。でも、まだあと一年も残ってる！人の少ないお昼や夜
にしかご飯は行けないけども、大好きな後輩たちと友達といっぱいいっぱい楽しむんだ。友
だちに会えない日は、一滴もはちみつが残っていないツボのようなものだね。 

―Pooh（四） 
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春学期はコロナで試合も練習も全て自粛になってしまった。それがすごいストレスだった。
他の部員にも会えないし、下宿だから⽬と⿐の先に道場があるのにそこに行けないのがもど
かしかった。 

夏休み前にやっと自粛解除になったけど、練習時間や参加人数に制限があったり、試合は参
加するメンバー以外基本オンラインで見ていたので、そこがちょっと不満だった。2022 年
度はようやく初めての対⾯試合や合宿に行けるかもしれないからすごい楽しみ。 

先輩後輩、同期とも食事に行ったりしたこともないので、そういったことも 2022年は出来
ることを望んでいる。 

―田中大輔（三） 

結果を残すことはできませんでしたが、全てのことを全⼒でした 1年でした。勉強に関して
もそれなりの GPAでフル単を達成、部活では週間射数平均約 10番くらい？、課外活動での
プレゼンでも評価を頂くなど、息もしてたか分からなくなるくらい濃く早い 1年でした。本
当に明けない夜は無いんだなと常々思います… 

こういった話をすると「充実していて良いね！」だとか「頑張っていてすごい！」というよ
うなお声を頂くのですが、僕の中では納得しているわけではなく、部活ではより良い結果を
勉強⾯ではより高い成績を⽬指していかないと行けないと思っています。なぜなら上には上
がいるからです。弓道部の先輩⽅には勉強や就活、部内の様々な仕事をしているのに全てを
ハイクオリティでこなす先輩を見ているとすごいなと思うと同時に僕もあんな⾵になりた
いと思っています。高みを⽬指すことを恐れず、その高みにいる人たちに肩を並べるくらい
自分も努⼒し続けたいと思います。 

―齋藤伊吹（二） 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

君はいつもハチミツの壺にハマっていたね。 

僕の友達もみんな弓にハマっていたよ。 

来る日も来る日も弓を引いて、抜いてでもそれが悔しくてまた引いて。そんな生活がもう 3

年。 

新しく入ってくる子たちを見ると、初めてプーにあった時を思い出すね。毎日毎日新しいこ
とに出会って楽しくって楽しくって。どんなに辛くてもその日々のおかげで頑張れたよ。今
度は僕が伝える番だから、大人になっても友達でいようね。 

エーカーの森は僕の一生の宝物だ。 

―Christopher Robin（四） 

オンラインの試合しかできなかったが、対⾯の試合ができるようになってきてうれしかっ
た。だけど、⽮声がなかったり無観客だったりでさみしい。早く元に戻って欲しい！ 

―奥野早紀（四） 

改めて、今後とも関大弓道部を 

どうぞよろしくお願いいたします！！ 
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御礼の挨拶 
 

謹啓 新緑の候、皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 
諸先輩⽅には平素より多⼤なるご支援・御恩情をいただきまして、誠に有難うございます。
現役部員を代表して、深く御礼を申し上げます。 
 
さて、昨年度、女子のリーグ優勝、女子全⽇本学⽣弓道選手権 3位、関⻄選手権優勝、男子
の一部リーグ 3位にあたりましては、ひとえに、常⽇頃から弓陵会の皆様の御支援、御指導
の腸物であると、深く感謝しております。 
また、選抜、女子王座出場の際は、弓陵会からの多⼤なる御支援を賜り、誠に有難うござい
ました。 
 
コロナ禍となり、お会いできる機会が減ってしまいましたが、お近くまでお越しの際は、是
⾮道場へお⽴ち寄りください。部員一同⼼よりお待ちしております。 
 
弓陵会の皆様に御支援いただいたおかげで、コロナ禍において感染症対策を徹底し練習を
行うことができており、より一層⽇々の稽古に励む事ができております。 
 
今年度の最終⽬標は男女共に一部リーグ、王座優勝を掲げています。今年度⽬標の達成のた
めに、当たり前に練習が出来ることや環境に感謝しながら、部員一同一丸となり努⼒してい
きます。 
何卒、今後とも御指導、御鞭達のほど宜しくお願い申し上げます。 
 
末筆ではございますが、皆様におかれましてもお体にご留意頂き、一層のご健勝とご多幸を
お祈り申し上げます。 

謹言 
関⻄⼤学体育会弓道部 

主将 奥野早紀 



購入申込書 

購入数 ①ジャンパー ＿＿枚 (S・M・L)   ②克己 T シャツ ＿＿枚 (S・M・L) 

   ③試合用上衣 ＿＿枚 (S・M・L)   ④試合用はちまき ＿＿本 

御名前：            様 

御住所：〒 

 

連絡先： 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

今年度も昨年度同様、克己 T シャツ等の販売を行います！ 

「克己」とは、師範森川先生がお書きになったもので、現役生は練習や試合の際に着用しています。 

 購入を希望される方は申し込み申請書に、希望枚数・サイズ・御名前・送付先の住所・連絡先を書き込んだ上
で、関西大学体育会弓道部宛に代金と共に郵送して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯締め切りは７月 20⽇必着でお願いします。 

代表者：足川茉奈 



 



関大スポーツ定期購読のお願い 

 

関大スポーツ編集局の皆様には、リーグ戦や関西選

手権のみならず遠隔地で開催される全国大会、酷暑や

極寒、雨天でもいつも精⼒的に取材して頂き次ページ

のような紙面を制作して頂いております。試合時の部

員の一瞬の表情を撮るためにカメラを構え続け、そし

て部員の喜びや悔しささえも共有して紙面を作って

頂いております。 

 

 このたび、関大スポーツ編集局から体育会 OB・OG

の皆様に定期購読の依頼が参りました。定期購読が関

大スポーツの一助になりますので、是非とも弓陵会会

員の皆様にご協⼒をお願いする次第です。 

 

 後ページに定期購読申込み書がございますので、宜

しくお願い申し上げます。 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和４年 6 ⽉吉⽇ 
 

⼸道部 OB・OG の皆様  
関⼤スポーツ編集局 

体育会本部 

関⼤スポーツ新聞定期購読のお願い 
拝啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は体育会活動へ温かいご⽀援をいただき、あ
りがとうございます。 

さて、KAISERS の活躍をより多くの OBOG の皆様に知っていただくため、関⼤スポーツ新聞の定期
購読の契約をご提案させていただきます。⼸道部のご活躍も紙⾯に掲載しておりますので、定期購読を
希望される⽅は以下を参照の上、お申し込みください。 

敬具 
 

記 

◯新聞購読について 

原則年間６回新聞を発⾏しております。 
ご⼊⾦いただいた⽉以降６回分の新聞を定期的にご登録住所まで郵送いたします。 
なお、過去の新聞につきましては１部 400 円にて販売しております。 
 

◯購読料⾦ 

年間（６号）定期購読 2000 円 
途中解約による返⾦はいたしかねます。 
 

◯お⽀払い⽅法 

銀⾏⼝座振り込み 

三井住友銀⾏梅⽥⽀店 普通⼝座 296922 
ご⼊⾦の確認がとれ次第、メールにてご連絡いたします。 
 

◯お申し込み⽅法 

申し込み⽤紙記⼊、または電話、メールにてお問合せください。 
電話：06-6388-8214 
FAX：06-6388-8214 
メール：kandaikanspo@gmail.com 



お申込日

氏名

ご住所

E-mail

フリガナ

（新聞のお届け先）

年 月 日

関大スポーツ 年間定期購読申込書
◯太枠内をすべてご記入のうえ、下記の送付先に郵送、FAXまたは
　メールでお送りください。

◯お支払いは、下記口座に銀行振込（2000円）となります。
　入金確認後、次号の発送予定をメールにてご連絡いたします。

〈住所〉

〈FAX〉
〈E-mail〉
〈銀行口座〉

564-8680
大阪府吹田市山手町３丁目３ー 35 新凱風館内

kandaikanspo@gmail.com
三井住友銀行梅田支店　普通口座　296922

06-6388-8214
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―近況報告― 

OB・OGの皆様からの近況報告お待ちしております！！ 

先輩・同期・後輩の

あの人は今何をし

ているのかな…？ 

でも連絡先は

知らない…。 
わざわざ連絡する

ほどでもない…。 

なんてことありませんか？ 

あなたがかつての仲間のことを気にしているように、あなたのことを気にし

ている人がきっといます。 

結婚しました・子供が生まれました・まだ弓道を続けています・天皇杯に出場

しました・野菜を作っています・世界を飛び回っていますなどなど。 

何でも構いません。あなたの“今”を教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左のQRコードを読み取って記入ページにアクセス
してください。または下記のメールアドレスに送っ

て下さい。 
記入事項は 
・氏名(イニシャル、当時のニックネームでも可) 
・卒業年度(西暦でも可) 
・近況報告 
の 3項目となっています。 
よろしくお願いします。 
メール；kandai.kyuryodayori@gmail.com 
 

mailto:kandai.kyuryodayori@gmail.com
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今回は前回と⽐べて企画数を増やしました。精一杯作らせて頂
いたので、読んで頂ければ幸いです。 

 

いつも応援して頂きありがとうございます。 
弓陵だより第⼋版、いかがだったでしょうか？？私自身、このような会報
を通じて、皆さまに現在の関大弓道部を少しでも知って頂けたのなら幸い
です。是⾮、これからもよろしくお願い致します！ 

 

今回も今回とてハードになりましたが、無事完成にこぎつけ
ホッとしています。現在の弓道部の部員や部の雰囲気が伝わ
り楽しんでいただけたら嬉しいです。 

 

とてもとても大変でしたが、やり始めると⾯⽩くなってきて、す
いすい進みました。精⼒注いで執筆したので、お楽しみいただけ
ると幸いです。 

やばいまだ完成していないと、締め切り間際に焦る売れっ子漫画
家の気分でした。でも書くのは楽しかったです。楽しく読んでい
ただければ、作者冥利に尽きます。 

 

今までレポートでしか Word を使ったことがなくて記事を作るの
にとても時間がかかったのですが、いろんな機能を知れて⾯⽩か
ったです。OB.OGインタビューを通して自分の知らない関大弓道
部の姿や、当時の試合の様子など興味深い話ばかりで取材できて
本当に良かったです。がんばって作ったのでたくさんの人にこの
弓陵便を読んでほしいです。 

 

レイアウトにもこだわり、一生懸命記事を作成させて頂
きました。楽しみながら読んで頂けたら嬉しいです。 

 

大石望路(三) 

萩野晃太(三) 

折戸千紘(三) 

石井颯大(⼆) 

北川玲(⼆) 

巽羽雪(⼆) 

野澤陽菜(⼆) 

※記念撮影の為、折戸はマスクを外しております。 
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 第⼋版弓陵便りいかがでしたでしょうか。楽しんで頂けたでしょうか。 
 今年こそは締め切りに追われないように早めに作成を開始するなどしましたが、結
局かなりの修羅場となってしまいました。しかし第七版に負けないボリューム量と工
夫を凝らした様々な企画を盛りだくさんでお届けすることが出来ました。感想をメー
ルなどでお伝えして下さるとなお嬉しいです。弓陵便り班の励みになります。 
 令和３年度もコロナの影響が強く、大会の延期・中止があり、活動に多くの制限を
受けましたが、今年度はようやくより本格的な活動が期待できます。 
今後ともご支援、ご協⼒のほどよろしくお願いします。 

弓陵便り班 第⼋版責任者 三回生 田中大輔 

Twitter: 

https://twitter.com/kandai_kyudo?s=21 

 
 

Instagram: 

https://instagram.com/kansai_uni_

kyudo?igshid=15tyaiiuwinlg 

 

弓陵会会員の皆様へお願い 

住所変更があった場合は必ず連絡をお願い致します。 
HP の連絡先、Twitterへの DM、会費納⼊のお願いに記載されている FAX等でお願い致します。 

試合のオンライン中継について 

現役生の協⼒を得て、試合(主に公式戦)のオンライン LIVE 中継を YouTube で行っています。視聴
URLは、弓陵会の Facebook で配信しておりますので、登録をお願いします。Facebook 内での検索
で【関西大学体育会弓道部弓陵会】と検索して下さい。LIVE映像での試合の緊張感を楽しむことが
出来ます。 

Facebook への登録のお願い 

Facebook 内での検索で 
【関西大学体育会弓道部弓陵会】

と検索して下さい 

HP：http://kandai-kyudo.jp/ 

今年の弓陵便りは現⼆回生・三回生が主体となり、とても
こだわって作ってくれました！去年よりもかなり出来が良
いので是⾮お楽しみください。 

酒井美咲(四) 
今年の弓陵だよりもご満足いただけましたでしょうか？ 
今年も締め切りに追われる楽しい毎⽇でした。 
この記事を通して少しでも現部員の思いが届けば幸いです。 
ありがとうございました！ 

森口渓太郎(四) 



令和 4 年度⼸陵会会費納⼊のお願い 
 
 

【⼸陵会会費納⼊のお願い書】 
 

会費 

期⽇ 

納⼊⽅法 

⼀⼝ ⼀万円 

７⽉末 までにお願いいたします 

郵便振替 

銀⾏振込 

現⾦⽀払
い 

00960-7-33430 関 ⻄ ⼤ 学 ⼸ 陵 会
ｋ りそな銀⾏/三国⽀店 普通預⾦ 8273537 

カンサイダイガクキュウリョウカイ 

本年度の⾃動振替は 7 ⽉ 4 ⽇(⽉)です。
⼿続きいただきました皆様には、事前
に⼝座にご⼊⾦いただきますようお願
い申し上げます。 
⾃動振り込みをご希望の⽅は⼸陵会事
務局までご連絡願います。 
⼿続きに必要な書類を送付させていた
だきます。 

⾃動振替 

⼸陵会幹事または現役主務にお渡し願います。 

※既に納⼊頂いた⽅で、⼊れ違いに本状が届きましたら場合はご容赦ください。 
※ご不明の点がございましたら、⼸陵会事務局までお問い合わせ願います。 

『⼸陵だより』の送付につきまして 
 

 『⼸陵だより』の送付につきましては、原則として前年度の会費納⼊
いただきました会員の⽅を対象とさせていただいております。今年度の
⼸陵会費を頂いた⽅には来年度の⼸陵だよりを送付させて頂きます。何
卒よろしくご理解の程お願い申し上げます。 


