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6 月 6 日（日）      関同立佛 練習試合[於：本学] 

6 月 20 日(日)      大阪経済大学 練習試合  

6 月 26 日(土)，27 日(日) 全国大学弓道選抜大会 

7 月 3 日(土)・4 日(日)   全日本学生弓道選手権大会予選 

8 月 1 日(日)            京都橘大学 練習試合[於：本学] 

8 月 5 日(木)            甲南大学 定期戦 

8 月 10 日(火)～         全日本学生弓道選手権大会本選 

9 月 1 日(水)            京都橘大学 練習試合[於：本学] 

9 月 5 日(日)            リーグ戦第一戦  

 

 

 

後期 

年間予定表 

前期 

※延期         関西学生弓道選手権大会予選 

関西学生弓道選手権大会本選 

記録会 

※各日程は 5 月 17 日時点での予定です。新型コロナウイルスの影響により、変更になる可能性があり

ます。また、9 月 5 日以降の活動予定は未定です。 

関西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。 
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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新型コロナウィルスの猛威が始まりました。昨年の

今頃は『来年の春頃には特効薬・ワクチンも出来て、終息しているだろう』と

素人が勝手に考えていましたが甘かったです。 

去る 3月 20日に相当な安全対策をとり約 700名収容できるホールを借りき

り、2020年卒・2021年卒の学生諸君の卒部証書授与式を執り行いました。

2020年卒の諸君の場合は、昨年卒部証書授与式の場所・日程・参加人数も決定

し、過去にない参加人数の予定でしたが直前に延期を余儀なくされ、本年に延

期となりました。2021年卒の諸君は、最後の一年 過去の先輩が経験したこと

もない 学校に入れない・クラブ活動も出来ない・試合も出来ない状況の中、

新入部員も例年並みに勧誘し、またリモートでの試合でかなりの成果を上げて

くれました。クラブの存続に関わる危機も何とか乗り越えてくれて、弓陵会よ

り心より御礼申しあげます。 

しかしながら本年も昨年同様、活動時間・活動人数・対外試合等に関して制

限が設けられることは十分予測されます。昨年の弓陵だよりに同様の事を書き

ましたが、矢数・練習量・試合数が落ちる場合、基礎・土台がしっかりしたチ

ームが優位になります。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・土台が安定しており、本年も男女共強豪であると考えます。 

また昨年は、ここ近年に置きまして最高額の弓陵会会費を会員の皆様からお

預かりさせて頂きました。コロナ禍で会員の皆様も大変ご苦労されている中、

心より御礼申しあげます。 

弓陵会総会につきましてですが、2019年度・2020年度の報告を出来るだけ早

い機会にと考えております。また来年度は関大弓道部 70周年の年でありま

す。十分な安全対策を施し、出来れば年内に弓陵会総会を開催致したく考えて

おります。その節は何卒よろしくお願いいたします。 
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顧問 酒井真道 

 

 

 

 

 

2021年度の開始にあたり、顧問よりご挨拶申し上げます。 

目下第 4 波を迎えている新型コロナウイルス感染症の拡大により社会の閉塞感は増

すばかりです。弓陵会会員の皆様には心からお見舞い申し上げるとともに、会員の皆様

方の、平素よりの、本学弓道部の活動へのご理解とご協力、ご支援に大学を代表し心よ

り御礼申し上げます。 

ご存知の通り、2020 年度の弓道部は、水面に浮かぶ木の葉のようにコロナ禍に翻弄

されつつスタートを切りました。数々の制限がかかる中、幹部、そして幹部補佐を中心

に、本当によく部を運営してくれました。所属する学連の大会運営の方針と、関西大学

のスポーツ振興グループから出される課外活動の方針との間で、適切な判断をその都度

下し、部を運営するのは大変に難しかったと思いますが、部員の一人一人が、できる範

囲で、できることを、正しく行うということに徹してくれたと思います。全日本学生弓

道選手権大会での女子準優勝は他ならぬその結果であり、大変に価値あるもの、部全体

で皆で勝ち取ったものであると考えております。 

昨年度の弓陵だよりに私は、「我々はいま試される立場にある」と書きました。2020

年度の弓道部はそれに見事に結果を出し、部を守り、部の歴史を紡いでくれました。そ

して、この彼らの活動の背後には、常に弓陵会の皆様方のバックアップがあります。皆

様方がいて下さることをどれだけ彼らが心強く感じているか、それを言葉で表現するの

は難しいです。私はそれを、去る 3月に行われた、2020年度 2019年度合同の卒部式に

おいてひしひしと感じました。2019 年度の卒部生の方も含め、ご来駕くださいました

皆様方にこの場をお借りして重ねて御礼申し上げます。 

コロナ禍での苦しみは社会が等しく共有するものです。その苦しみに向かい合うにあ

たっては、お互いがお互いを支え、お互いがお互いによって支えられていると実感する

ことが何よりも肝要であると考えます。弓陵会会員の皆様におかれましては、まだまだ

続くであろう、彼らの、このコロナ禍での戦いをどうか温かく見守り、そして彼らに寄

り添い、彼らをご支援下さい。彼らもまた、皆様方の支えになることができるだけの、

素晴らしい学生たちです。 

2021年度の弓道部を何卒よろしくお願い申し上げます。 
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監督 猪尾 康成 
 

 

 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。 

 昨季はご承知の通り、コロナ禍に見舞われ公式戦のほとんどが中止、延期となりました。そん

な中でも連盟等各署の尽力により、王座の代替大会としての地区推薦大学弓道大会（以下：王座

代替大会）とインカレ大会のみがリモートで開催されました。 

 男子は王座代替大会選出試合を 2戦 2勝（参加 3校、平均的中 128中＝的中率 1位）で、昨季

に続き全国大会への進出を果たすことが出来ました。迎えた初戦の２回戦（8 人立 12 射）は優

勝候補の日本大学。善戦しましたが 81中対 85中と一歩及ばず敗戦。続くインカレの決勝１回戦

は九州の強豪西日本工業大学との対戦で 17中対 18中で惜敗し、ここで男子はシーズン終了。 

一方、女子は王座代替大会選出試合は大阪経済大学戦の敗戦で 2勝１敗（参加 4校、平均的中

60 中＝的中率 1 位）となり、またしても全国大会への進出は叶いませんでした。しかし、残す

インカレ大会は予選を上位通過し、決勝はシードで２回戦から。初戦の相手は法政大学。11 中

対 11中で競射へ、一手競射を 6中対 4中と詰め切り見事勝利。この勢いで決勝戦まで進み、相

手はこれまで何度も対戦してきた大阪経済大学。6 中対 10 中と最後は力を出し切れず敗退した

ものの、4年ぶりの準優勝で困難を極めた 1年を締め括ることができました。長く先の見えない

自粛期間、自宅で地道に素引きやゴム弓、筋トレに励むことで弓の感覚を失わないように努めて

きた成果だったと思います。 

男女共に、この不完全な環境下でも高い的中レベルを維持出来ることを証明してくれたこと

は、次のステージへ向けて大きな勇気となりました。 

  

 さて今季ですが、新人戦は無事開催され、何とか準優勝することができました。決勝までの全

４試合（6人立 12射 2試合、6人立 20射 2試合）の的中は 384射 315中＝的中率.820と高的中

で、関西十傑にも 3名（男子 2名・女子 1名）が入賞を果たすことができました。 

その後、3 度目の緊急事態宣言発出の影響で現在時点（5/8）では、すでに府選と総合関関戦

は中止決定、関西記録会と関選は延期、全国選抜予選のみリモートで実施済み(5/3、5/4)で予選

通過結果を待つ状態（決勝は 6/26〜27、明治神宮弓道場で開催予定）となっています。一刻も

早く状況が好転し、残された公式戦が無事開催されることを祈るばかりです。 

現状での大学は基本オンライン授業、部活動については「公式戦開催の１ヶ月前から当該公

式戦に出場する選手のみ条件付き（人数・時間の制約、感染対策の徹底など）で練習を許可する

場合がある」としており、当面公式戦のない弓道部は、またしても自粛期間に突入し、この自粛

期間をどのように過ごすかが問われることとなりました。昨年の経験から、自粛期間が明けたタ

イミングでいち早く元の感覚に戻れることを目的に、素引き・ゴム弓・徒手は勿論、筋力維持・

向上のためのトレーニング、各役職ごとのミーティング、個別の面談、射技勉強会などを続ける

毎日です。同時に SNSやリモートでの新人勧誘活動にも余念がありません。この地道な日々の努

力が、必ず大きな成果に結びつくことと期待しています。 

弓道部はこの 5年、全国大会で 5度決勝の舞台に立つことが出来ましたが、優勝 1回、準優勝

4回。最後のあと一歩勝ち切る力が足りませんでした。この「勝ち切る力」を備える努力を続け

て参ります。 

 最後になりますが、弓陵会 OB・OGの皆様には、いつ終わるかわからないコロナ禍を乗り越え

るために、これまで以上の熱いご声援、厚いご支援の程、宜しくお願い申し上げます。          
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弓陵会副会長兼コーチ 宮本 忠依 

 

 

 

 
 

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。 

昨年、女子は全日本学生選手権 準優勝、男子は１部リーグ代替試合 優勝と、コロナ禍で練習もままならない中、

よく頑張ってくれたと思います。昨年のコロナ禍との戦いは本誌の記事中に詳細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。 

『創造と改革』から生まれた弓陵便り 

 コーチに就任して 10 年目となりました。最初は 5 年程度と思い引き受けさせて頂きました。そろそろ後継者

へバトンタッチせねばならないと思っています。9 年はあっという間でした。コーチ就任時の我が部の戦績はは

っきり言って低迷していました。低迷していたといっても当時の部員が努力精進を怠っていたとは思いません。

就任時の正直な感想はよく頑張っているでした。しかし部員たちは、過去の栄光や伝統の重さに圧し潰されてい

るように見えました。試合でも持てる力を発揮できないことが多かったように思います。弓道以外では若者らし

い顔を見せるのに（若干コンプライス面で不安を持つことがあるほど）、肝心の弓道では自信なさげでした。確信

や自信があったわけではありませんが、新しい風を吹かせて目に見えない重しを取ってみようと思いました。し

かしやってみると、思いのほか学生の方が保守的なのです。何度も部員との衝突がありました。当時の部員から

は強引なオヤジにしか見えなかったかもしれません。新しい風を吹かせるのに、運よく新道場の建設が追い風に

なったようにも思います。心機一転と。我々には思い出深い旧道場が取り壊されることで、重しが少しとれたよ

うに思いました。新道場が建つまでの間、吹田の洗心館や中央体育館の仮設道場へ通うことで、また新道場の完

成を心待ちにすることで何か変われそうな気になっていました。 

 猪尾監督からは、以前から、幹部は 4回生がすべきだとの考えを聞いていました。監督に協力して「ええい、

やってしまえ」と。その後は、校名と校章を刺繍した新胴着の制作、袴を黒から紺へ、ジャンパーや女子用鉢巻

の制作、付け人制度やなぜか受け継がれている不要なコンパの廃止、自分の弓具は自分で持ち運びすること、新

道場の第一更衣室を弓具庫と図書室へレイアウトを変更、メンバー練習の回数増、朝夕礼拝の復活、広報班をつ

くり HP、ブログ、Twitterの設置や PVの制作、卒部式の実施、会計の厳格化(月次決算と会計監査の実施)、各係

の発足(記録、営繕、図書、広報等)、社会貢献活動への取組み etc。 

 これらのことに最初に取り組んでくれた当時の部員には感謝しかありません。すべて手探りからのスタートだ

ったので大変だったと思います。このような中で(創造と改革の中で)生まれたのが弓陵便りです。当時の OB・OG

には、現役生の活躍や雰囲気、考えを知る術がありませんでした。HP、ブログ、Twitterと共に会報の制作は絶対

に必要だと思いました。年々、弓陵便りの中身は充実してきており、それから比べると初版は見劣りしますが、

初版の制作にチャレンジしてくれた部員には今でも感謝しています。 

『第一回悠久杯』の意義 

 昨年、悠久杯と名付けられた部内戦が行われました。当時、幹部は部内戦を行うことの是非について悩んでい

ました。コロナ禍で練習時間に制限がある中、練習の効率を考えた時に部内戦に時間を取るのは妥当なのかと。

しかしこういう時期だからこそ部員全員のモチベーションを考え行うべきだとの結論になったと聞きました。そ

して幹部はこの部内戦に悠久杯という素晴らしい名前を付けてくれました。今後も受け継がれるトロフィーも作

ってこの部内戦を組んでくれました。悠久杯という名称には、どのような困難があろうともそれを乗り越えて関

大弓道部の悠久の歴史を作っていこうという彼ら彼女らの熱い思いや後輩たちへのメッセージが込められていま

す。新しい伝統として受け継がれてほしいと思っています。 

これからも必要な『創造と改革』 

 昨年までの過去５年間、関大弓道部は５度全日本大会の決勝戦の舞台に立っています。しかし優勝できたのは

残念ながら一度だけです。より高いレベルを目指すべく、現在、猪尾監督を中心にして射技射法の勉強会が行わ

れており、弓の知識の充実と指導の体系化を目指しています。また、大学の専門トレーナーに来て頂き科学的筋

力トレーニングにも取り組んでいます。また、YouTube を利用して試合のライブ中継も始めました。今後も新し

いことに取り組んでいくこと『創造と改革』にチャレンジしていくことが重要だと思っています。新しい取り組

みが全て良いとは限らないこと功罪あることは承知しており、過去いろいろなご批判があったことも承知してお

りますが、それでもやはり自由闊達に若者が新しいことに取り組める空気なくして発展はないと思うのです。ど

うかこれからも温かく見守って頂ければ幸いです。 



新幹部紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年度、関西大学体育会弓道部主将を務めさせていただきます。井上裕文
です。 
弓陵会のOB・OGの皆様、日頃からご支援、ご声援、誠にありがとうござ
います。 
昨年度、男子は王座、インカレ共に初戦、女子はインカレ準優勝とあと一
歩のところで敗れ悔し涙を流しました。この悔しさをバネに今年度は男女
ともに全国制覇を達成して「常勝関大」を実現させるため主将として先頭
に立ち部を引っ張っていく所存です。 
今後とも変わらぬご支援、ご声援のほどよろしくお願い致します。 

主将 井上裕文 (四) 

今年度女子主将を務めさせていただきます、森千都歩です。 
昨年度女子は例年より少ない試合の中で悔しい思いをしたので、今年こそ
勝つ！という強い気持ちでシーズンのスタートを切りました。私にとって
は今年が最後の一年になるので、今まで先輩方と経験させていただいたこ
とを存分に発揮して関大弓道部を強くしていけるよう、私自身が誰よりも
精進していきます。 
また、続くコロナ禍でいかに多くの人に支えられて活動しているのか改め
て実感しました。その感謝の気持ちも込めて、皆様に良いご報告ができる
よう、私たちらしく前向きな姿勢で稽古に励みます。 
今年度もご支援、ご声援のほどよろしくお願致します。 
 

女子主将 森千都歩 (四) 

副将 冨田涼太 (四) 

今年度、男子副将を務めさせていただきます、冨田涼太です。昨年度、男
子は地区推薦大学弓道大会に優勝し、王座代替試合に出場し、インカレも
本戦に出場させていただきましたが、自分自身は選手として活躍すること
はできず、チームを日本一に導くことはできませんでした。今年度は、私
がチームを言葉や行動で部を巻き込み関大を日本一のチームにします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こんにちは。男子主務を務めます石井樹です。主務という重大な役職に
つけることに喜びを感じると共に、大きな責任に気を引き締められる思
いです。今年も新型コロナウィルスに苦しめられる時期と、そこから解
放に向かう境目を体験すると思います。目まぐるしく変わる状況におい
ていかれないように、常に冷静な分析と思考を続けられるようにします。
それによってチーム一丸となって戦う仲間たちの道を作りたいと思いま
す。よろしくお願いします。 

主務 石井樹 (四) 

副将 吉田智哉 (四) 

女子主務 月浦愛里 (四) 

今年度女子主務を務めさせていただきます、月浦愛里です。私個人として
は、部のためにできることを探して行動にうつすことで、役割を全うしま
す。一人一人が自分の役割に誇りを持って活動し、目標を持って練習でき
る土台が弓道部にはあります。幹部が中心となってよい姿勢を見せるこ
とで部員を引っ張ります。活動制限もありながらシーズンが始まりまし
たが、この一年も部員全員で勝利を掴みにいきます。ご声援のほど、よろ
しくお願い致します。 
 

今年度、女子副将を務めさせていただきます。三屋莉歌です。  
私が副将としてやり遂げようと思うことは関大を日本一の部にするこ
と、関大弓道部の誇れるところの継承です。昨年度女子は日本一の景色
を目前にしましたが、見ることは出来ませんでした。その時の一瞬の希
望、身体の震えは忘れることはないでしょう。同じような悔しさは味わ
いません。今年は日本一になり、全員で喜びを分かち合います。  
そして、私はそれぞれの役割を本気で全うし勝利に貢献するというとこ
ろが関大弓道部の誇れる要素だと思っております。コロナ禍により試合
の形式が変わりつつある中、この誇れる点をどれだけ伝えられるか、ま
た試合本来の熱さ、一体感を全部員に伝えられるかが重要になると思っ
ています。感動を共有することにも繋がるので、尽力します。  
最後に、いつも私達を支えて下さりありがとうございます。よろしくお
願い致します。 

今年度男子副将を務めさせていただきます、吉田智哉です。昨年度コロ
ナウイルスにより多くの試合が無くなり、満足のいく一年にすることが
できませんでした。今年度もどうなるかわからない状況ではありますが
良い結果を出せるよう精進してまいります。よろしくお願い致します。 

女子副将 三屋莉歌 (四) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幹部補佐 髙橋優介 (三) 

こんにちは。  
今年度幹部補佐を務めさせて頂きます髙橋優介です。今私たちが弓
道に取り組めている環境や、その事に携わって頂いている方々に感
謝を忘れず、目標である全タイトル制覇に向けて日々精進して参り
ますので、ご声援の程よろしくお願い致します。 
 

幹部補佐 足立拓馬 (三) 

こんにちは！今年度幹部補佐を務めさせていただきます足立拓馬で
す。コロナ禍の中、なかなか思うように活動ができない状況ではあり
ますが、日本一を目指しその目標に達するべく日々の練習に励んで
います。まだまだ未熟者ではございますが、より一層精進していきた
いと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 

幹部補佐 坪田竜司 (三) 

幹部補佐 岡﨑小夏 (三) 

こんにちは。今年度幹部補佐を務めさせていただきます、坪田竜司
です。 
例年のように部活動が出来ない環境ですが、そんな中でも部員が目
標に向かって努力できる部活を作っていきます。また、先輩方が残
してくださった関西大学弓道部をさらに誇れる部活にするために邁
進していきます。よろしくお願いします。 

今年度関西大学体育会弓道部幹部補佐を務めさせていただきます、
岡﨑小夏です。この部活の目標である「日本一になること」を部員
全員で目指し、全員が人として成長することを目的として日々精進
しています。日本一になる為に、まずは行動から日本一を目指して
いきます。これからも自身が出来ることをやりきり、最後まで決し
て諦めない姿勢を貫きます。ご支援、ご声援のほどよろしくお願い
致します。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幹部補佐 奥野早紀 (三) 

今年度幹部補佐を務めさせていただきます、奥野早紀です。高校で
弓道に出会い、その時から全国大会を目指して練習に励んでいまし
た。関大弓道部に所属する今ではあの頃よりもさらにレベルアップ
した目標である日本一に向かって日々努力しています。いまだに新
型コロナウイルスの流行により例年通りの活動や対面での試合が行
えず、先の見えない状況が続いていますが、全部員が常に前を向き、
常に上を目指して行ける、そんな環境づくりができるよう、日々精
進してまいります。よろしくお願いします。 
 

幹部補佐 龍見璃胡 (三) 

主務補佐 海野遼太 (三) 

主務補佐 足川茉南 (三) 

本年度幹部補佐を務めさせていただく龍見璃胡です。緊急事態宣言
が何度も出され現在思うように部活が出来ない状況ですが、それは
日本一を諦める理由にはならないと思っています。関西大学体育会
弓道部が日本一になれるよう全力で努力していきます。そして弓道
をしていて良かった、弓道部に入って良かったと全部員が思えるよ
うな部活を作っていきます。まだまだ未熟な私ですが、最後には笑
顔で終わることができるよう精一杯頑張ります。ご支援ご声援のほ
どよろしくお願いします。 
 

今年度関西大学体育会弓道部主務補佐を務めさせていただいており
ます。三回生の海野です。自分自身まだまだ未熟ですが、自分に出
来ることを全てやるという覚悟をもって模範となるような行動を心
がけていきます。また部をよりよくする為に部の強み、弱みを見つ
け積極的なアプローチをすることで部を正しい方向に導いていきま
す。 
よろしくお願いします。 

今年度主務補佐を務めさせていただきます、足川茉南です。私は、
全員が目標に向かって努力し、高め合うという弓道部の雰囲気がと
ても好きです。これからは、部員の熱量が更に高まり、同じ方向を
向くようにサポートしていきたいと思っております。先輩方からた
くさんのことを学び、そこから行動に移し、経験を積んで成長して
いきます。また、運営する立場としても、選手としても部に貢献で
きるよう精一杯努力させていただきます。よろしくお願いします。 
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令和 2年度 戦績 
・2 月 13 日(木) 練習試合対大阪産業大学  
 新人戦形式   

 第一試合 

 先攻 関西大学 56中   

 後攻 大阪産業大学 30中   

 

 第二試合  

 先攻 大阪産業大学 47中  

 後攻 関西大学 40中 

 

 

・2 月 15 日(土) 練習試合対大手前大学  
 新人戦形式   

 第一試合 

 先攻 関西大学 43中   

 後攻 大手前大学 26中   

 

 第二試合  

 先攻 関西大学 40中 

 後攻 大手前大学 27中 

 

 

・2 月 15 日(土) 練習試合対京都外国語大学 
 新人戦形式   

 第一試合 

 先攻 関西大学 38中   

 後攻 京都外国語大学 33中   

 

 第二試合  

 先攻 京都外国語大学 28中 

 後攻 関西大学 46中 

 

 

 

・2 月 18 日(火) 練習試合対近畿大学 
 新人戦形式   

 第一試合 

 先攻 関西大学 50中   

 後攻 近畿大学 46中   

 

 第二試合  

 先攻 近畿大学 93中 

 後攻 関西大学 84中 

 

 

・2 月 19 日(水) 第 5 回大学対抗懇親射会 
 団体戦 

 優勝  関西大学Ｂチーム 
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 準優勝 京都橘大学Ｂチーム 

 第三位  大阪府立大学Ｂチーム 

 

 個人戦 

 優勝  菅野俊介（一） 

 第三位 坪田竜司（一） 

 

 

・2 月 22 日(土) 練習試合対神戸学院大学  
 新人戦形式  

 第一試合 

 先攻 関西大学 32中  

 後攻 神戸学院大学 36中 

 

 第二試合 

 先攻 関西大学 40中 

 後攻 神戸学院大学 42中 

 

 

・2 月 22 日(土) 練習試合対大阪府立大学 
 新人戦形式 

 第一試合 

 先攻 関西大学 54中 

 後攻 大阪府立大学 34中 

 

 第二試合 

 先攻 関西大学 48中 

 後攻 大阪府立大学 31中 

 

 

・2 月 23 日(日) 練習試合対京都産業大学 
 新人戦形式  

 第一試合 

 先攻 京都産業大学 27中  

 後攻 関西大学 40中  

 

 第二試合 

 先攻 関西大学 46中  

 後攻 京都産業大学 33中 

 

 

・9 月 13 日(日) 男子地区推薦大学弓道大会選出試合第一戦対京都橘大学  
 先攻 関西大学 130中  

 後攻 京都橘大学 99中 

 

 

・9 月 20 日(日) 女子地区推薦大学弓道大会選出試合第一戦対大阪経済大学  
    関西大学 55中 

    大阪経済大学 60中 
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・9 月 27 日(日) 男子地区推薦大学弓道大会選出試合第三戦対関西学院大学     
 先攻 関西大学 126中  

 後攻 関西学院大学 109中 

 

 

・9 月 27 日(日) 女子地区推薦大学弓道大会選出試合第二戦対関西学院大学    
    関西大学 57中    

    関西学院大学 47中 

 

 

・10 月 4 日(日) 女子地区推薦大学弓道大会選出試合第三戦対甲南大学       
    関西大学 68中   

    甲南大学 57中 

 

 

・11 月 8 日(日） 女子練習試合対立命館大学 
 総当たり戦 

 関西大学Ａチーム  2勝 0敗 

 関西大学Ｂチーム  1勝 1敗 

 立命館大学Ａチーム 1勝 1敗 

 立命館大学Ｂチーム 0勝 2敗 

 

 トーナメント戦  

 優勝  関西大学Ａチーム 

 準優勝 立命館大学Ａチーム 

 第 3位  関西大学Ｂチーム 

 

 

・11 月 8 日(日） 男子練習試合対立命館大学 
 選手権形式 

 総当たり戦 

 関西大学Ａチーム  2勝 0敗 

 関西大学Ｂチーム  0勝 2敗 

 立命館大学Ａチーム 1勝 1敗 

 立命館大学Ｂチーム 1勝 1敗 

 

 王座形式 

 1試合目 

 関西大学   81中 

 立命館大学  84中 

  

 2試合目 

 関西大学   78中 

 立命館大学  84中 

 

 

・11 月 15 日(日） 女子練習試合対大阪経済大学 
 選手権形式 

 総当たり戦 
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 優勝  大阪経済大学Ａチーム 

 準優勝 関西大学Ａチーム 

 第 3位  大阪経済大学Ｂチーム 

 

 王座形式 

 関西大学   52中 

 大阪経済大学 51中 

 

 

・11 月 22 日(日） 男子定期戦対関西学院大学 
 選手権形式 

 関西大学   ３勝 1敗 

 関西学院大学 １勝 3敗 

 

 王座形式 

 1試合目 

 関西大学   80中 

 関西学院大学 73中 

 

 2試合目 

 関西大学   71中 

 関西学院大学 74中 

 

 

・11 月 29 日(日）全日本学生弓道選手権大会団体予選 
関西大学男子 四ツ矢 15中  

関西大学女子 四ツ矢 10中  

 

 

 

・12 月 6 日(日）盟友戦対立命館大学 
 トーナメント形式 

 優勝  立命館大学Ａチーム 

 準優勝 関西大学Ａチーム 

 第 3位  関西大学Ｂチーム 

 

 対戦形式 

 関西大学   1勝 3敗 

 立命館大学  3勝 1敗 

 

 王座形式 

 1試合目(20射) 

 関西大学   138中 

 立命館大学  129中 

 

 2試合目(12射) 

 関西大学   69中 

 立命館大学  77中 
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・12 月 12 日(土）地区推薦大学弓道大会 
 二回戦(12射) 

 関西大学   81中 

 日本大学   85中 

 

 皆中者 宮下 哲也（四） 

 

 

・12 月 13 日(日）女子練習試合対関西学院大学 
 総的中数 

 優勝   関西大学Ａチーム   38中 

 準優勝  関西学院大学Ａチーム 34中 

 第３位  関西大学Ｂチーム   33中 

 第４位  関西学院大学Ｂチーム 28中 

 

 

・12 月 19 日(土）～20 日(日)全日本学生弓道選手権大会 
 男子団体 

 一回戦 

 関西大学    17中 

 西日本工業大学 18中 

 

 女子団体  

 一回戦 

 関西大学   11中-6中 

 法政大学   11中-4中 

 

 二回戦 

 関西大学   8中 

 日本体育大学 7中 

 

 準決勝 

 関西大学   9中 

 東北学院大学 6中 

 

 決勝戦 

 関西大学   6中 

 大阪経済大学 10中   準優勝決定！ 
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↑令和 2 年度幹部・幹部補佐 

 
 
 

新シーズンと課外活動の停⽌ 
 
現在の関⻄⼤学体育会⼸道部はリーグ・王座を終えるとオフ期間に⼊り、2 ⽉ 1 ⽇からの

⼊試期間で関⼤⼀⾼での練習を経て本格的にシーズンを迎える。 
2020 年は 2 ⽉９⽇に幹部交代式を⾏い、

⽬標に掲げている全タイトル制覇に向けて
新体制での活動が始まった。 

この頃はまだ、新型コロナウイルスに関
するニュースは⽬にするものの、その影響
が甚⼤なものになるなど、考えていなかっ
た。マスクでの⽣活など多少の不便はあれ
ども、全員が例年と同じ⼸道⽣活を送るつ
もりでいた。シーズンで最初の公式戦であ
る新⼈戦に向けて練習試合も⾏い、2 ⽉ 25 ⽇からは春合宿を⾏った。 

⾹川県で部員たちが⽇がな⼀⽇⼸道に取り組んでいる間に、外では新型コロナウイルス
の魔の⼿が世界規模で広がっていた。合宿も残り 2 ⽇を迎えたころ、⼤学から合宿等の遠
征の禁⽌措置が発表された。幸い、合宿は途中で終わることなく最後まですることができた。 
 3 ⽉ 2 ⽇に合宿から帰った後、3 ⽇・4 ⽇は完全オフとし、5 ⽇から制限を設けて練習を
再開した。8 時 30 分から 20 時までの練習を 4 班に分け、各班 2 時間の練習とした。でき
るだけ滞在時間を減らすために、⼊れ替わりの時間を 30 分とし、着替えは体育館で⾏い、
上⾐のみ着⽤とした。 
 毎朝の検温・報告、道場に消毒液の設置、部員全員に消毒液の配布、練習前・練習中１時
間おき・練習後の⼿洗いうがいの励⾏、帰り道の寄り道禁⽌、体調不良者は練習不参加、他
班の⼈との⾮接触など感染者を⼀⼈も出さないためにできる感染対策はすべて⾏った。新
⼈監督は、勧誘期間が例年通り⾏える場合とそうでない場合の勧誘⽅法の 2通りを考えた。 
 練習には制限があったが、それでも前向きに取り組んでいた部員たちに、残念な知らせが
届いた。4 ⽉ 6⽇から 5 ⽉ 6⽇までの課外活動停⽌措置である。恐らく、部員全員が落ち込
んだことだろう。ゴム⼸や⼸を持ち帰り、家でも練習できるようにはなったものの、諦めか
けた部員もいたに違いない。 
 幹部・幹部補佐は部員と⾯談を⾏い、モチベーションの確認や⽬標の設定などを⾏った。
5 ⽉ 6⽇に再開できることを願い、部員たちは前に進んだ。 
 

 

⼀年間と少しの軌跡 
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<以下、4 ⽉に活動停⽌になったことについての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
「ウイルスに対して恐怖⼼もあったが練習できなくなることも怖かった。再開の⽬処も
⽴っていないし不安ばかり。全てが最後の年に何故こんな⽬に遭わなければならないのだ
と⾔う気持ちだった。」              <令和 2 年度⼥⼦主将・森⽥ 華帆> 

 
「突然の発表で現実を受け⽌められず絶望感を感じたのを覚えています。練習

できないという不安もありましたが、勧誘の担当だったこともあり、今後の勧誘活
動の先⾏きが⾒えなくなったことが 1番の不安点でした。」 

<令和 2 年度新⼈監督リーダー・前原 俊介> 
 
 

オンラインでの活動 
 
 部員の練習は⾃主練習という形で始まった。各々がゴム⼸や素引きの⽬標回数を決め、取
り組んだ。同じ時間に同じ練習メニューを⾏うことと規則正しい⽣活を送ることを、幹部を
通して猪尾監督から伝えられた。 
 この時期、特に⼤変だったのが新⼊⽣の勧誘である。今まで経験したことのない状況で、
なんとか新⼊⽣を確保できるように、新⼈監督と広報は努⼒した。Twitterの新⼊⽣歓迎ア
カウントを作成し、部員の紹介やオンラインイベント情報を流した。KANDAI 課外活動ナ
ビにて、⼸道部のビラを掲⽰した。また、オンラインでの説明会や座談会も企画した。公式
ＬＩＮＥアカウントも作成し、イベント情報を流したり、反応してくれた⼈とコミュニケー
ションを取ったりするなど、様々な勧誘⽅法を実践した。 
 先の⾒えない状況の中で部員は前に進む努⼒をしていたが、⼤阪府学⽣⼸道選⼿権⼤会、
関⻄学⽣⼸道選⼿権⼤会、総合関関戦とシーズン中の⼤きな試合が次々と中⽌になった。 
 世の情勢が好転しないまま、5 ⽉ 6⽇が近づいてきた。部員のほとんどは部活動が再開で
きないことを予感していた。そして、5 ⽉ 31 ⽇までの活動禁⽌期間の延⻑が発表された。 
 5 ⽉ 12 ⽇から、zoomを⽤いてのオンライン練習が始まった。毎朝 8 時から 1 時間程度、
⼀緒に練習したり、コミュニケーションを取る時間が設けられた。課題図書として、部員全
員が森川先⽣の「私の⼸道理論」を読むことになり、その中で理解できたこと、理解できな
かったことを Excelファイルに記⼊させることにより、射についての知識を深められるよう
にした。当時の 4回⽣・3回⽣にはオンラインで、猪尾監督に勉強会を⾏っていただいた。 
 活動再開がいつになるか分からなくなり、⽬標とすべき試合も中⽌になっていく中でも、
部員たちはできる努⼒を続けた。 
 
<以下、オンライン練習についての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
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「先の事が分からず正直モチベーションは下がりつつあったが、みんなと顔を合わせて
練習する事で頑張ろうと思えました。⾃粛⽣活が続いて部員と会うこともなかったので、久
しぶりにみんなの顔を⾒れた時は嬉しかったです。」 

<令和 2 年度⼥⼦副将・⼩栁 華穂> 
 

「オンラインでは繋がっていたけど、１⼈という感じは拭えなかった。また、画⾯上でし
か⾒ることが出来ないので指導や状態把握が難しかった。」 

<令和 2 年度⼥⼦主務・⼤前 美穂> 
 
<以下、試合が次々と中⽌になったことについての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
 「どの試合に対しても 4 回⽣こそは活躍したいという思いがあったので、やるせない気
持ちが⼤きかった。中⽌になる理由は理解しているが⽬標としていたものがなくなり、⾏き
場のない気持ちでいっぱいだった。」 

<令和 2 年度⼥⼦主将・森⽥ 華帆> 
 
「正直世の中の流れはそうなっていくのだろうなとは分かっていたが、実際に無くなる

と 4 年間の最後がこれかと⾔う感情を抱かずにはいられなかった。」 
<令和 2 年度⼆回⽣監督リーダー・岩根 共希> 

 
「先が⾒通せなくなっている中で、どこに照準を合わせていけばいいのかわからなくな

りかけていた。」                <令和 2 年度⼆回⽣監督・原⽥ 晧輔> 
 
 

 対⾯での活動再開 
 
 オンラインでの授業にも慣れ、オンライン練習も習慣になってきた頃、世の中の動きが良
い⽅向に向かい始めた。⼀⽇の新型コロナウイルス感染者数が減少し、希望が⾒え始めた。 

 6 ⽉ 10 ⽇から道場での練習を再開できること
となり、全部員に zoom を⽤いて練習再開後の
感染症対策を説明し、社会情勢を考慮して練習
の参加は任意とした。練習時間は 2.5時間で、更
⾐時間をなくし⼊れ替わりの時間を短くするこ
とで練習時間を⻑くできるようにしていた。的
の数は 8 的まで減らし、前後の対⼈距離が⼗分
に取れるようにした。 

 

↑当時⼀回⽣の練習⾵景 
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 新⼈監督は 6 ⽉ 16 ⽇から新⼊⽣のオンライン指導を開始した。この時点で⼊部してくれ
ている新⼊⽣は 11名(SF⽣は除く)で、勧誘活動も継続した。⼆回⽣監督は練習を⾃粛して
いる⼆回⽣に対して、定期的に電話やビデオ通話により、⾃宅での練習状況やモチベーショ
ンの確認などを⾏った。 
 6 ⽉ 22 ⽇から制限が緩和され、練習時間を延ばした。23⽇からは新⼊⽣も道場での練習
に参加し始め、関⼤⼸道部が本格的に始動した。 
 全国⼤学⼸道選抜⼤会の中⽌、全⽇個⼈戦の中⽌・団体戦の延期が決定され、部員たちの
⽬標が⼀つ、また⼀つと消えていった。 
 
<以下、練習が再開できたことについての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 

「以前の様な練習は出来ないものの、練習が出来るようになった事が嬉しかったです。そ
して残された時間の限り、出来る事をしていこうと決めました。」 

  <令和 2 年度新⼈監督・天野 和佳> 
 

「思ったよりも早く道場で⼸を引けるようになって嬉しかった。久々に的に向かって⼸
を引いて、やっぱり⼸道は楽しいなと改めて思った。」 

<令和 2 年度新⼈監督・⼩柳 奈菜⼦> 
 
<以下、全⽇個⼈予選が中⽌になったことについての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
 「3年の時も無くなっていたので、悔しいとか悲しいとかでは⾔い表せないくらい⾟かっ
た。」                      <令和 2 年度男⼦副将・伊東 ⼀⾄> 

 
「⼀年前も台⾵により個⼈戦が中⽌になったため、2 年連続の中⽌で残念ではありました

が、個⼈戦よりも団体戦で勝利したいという気持ちがあったので、ショックは⼤きくありま
せんでした。」              <令和 2 年度新⼈監督リーダー・前原 俊介> 
 
<以下、全⽇団体戦が延期になったことについての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 

「延期と⾔われても、正直なところ私含め部員の中には中⽌になると感じた部員も多か
ったと思う。それを表に出さずになんとか全体の意識を上げることがつらかった。」 

<令和 2 年度男⼦副将・伊東 ⼀⾄> 
 
 「このままなくなってしまうのではないかと思った。情勢も⼤きく変わっていなかったの
で不安が募っていた。」              <令和 2 年度⼥⼦主務・⼤前 美穂> 
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 待ちに待った試合 
 
 例年とは違う夏に⼊り、的を 9 的に増やして、まだ開催の余地が残されていたリーグ戦・
王座に向けてメンバー選考の時期が伝えられ、部員は練習に取り組んでいた。 
 7 ⽉ 20 ⽇、無情にも王座の中⽌が発表された。新型コロナウイルスによる影響が再び広
がっており、⼤学から 7 ⽉ 29 ⽇から 8 ⽉ 31 ⽇までの体育会活動禁⽌が発表されたが、特
例により 8 ⽉９⽇から活動が再開できることとなった。９⽇の練習再開とともにメンバー
練習も開始した。 
 毎年恒例の夏合宿は、中⽌となった。仕⽅のないことではあるが、毎年夏合宿で成⻑を遂
げる⼈もいるし、部員が楽しみにしている⾏事がなくなってしまうことはとても残念であ
った。 
 8 ⽉ 25 ⽇、王座の代替試合である地区推薦⼤学⼸道⼤会の開催と延期となっていた全⽇
団体戦の⽇程が発表された。これに伴い、リーグ戦は地区推薦⼤学⼸道⼤会出場校を決める
試合となった。 
 9 ⽉ 1 ⽇より、夏合宿の代わりにメンバーの強化期間として、メンバー練習の練習時間が
最⼤となるように時間が組まれた。 

9 ⽉ 21 ⽇から対⾯での授業が再開し、例年
通りの正規練習が開始された。しかし、道場
に⼊る⼈数は 30 ⼈まで、的は 10 的という制
限を設けた。礼拝も全員ではできなくなった
ので、朝 10 時までに体温を報告するようにさ
せ、全員の出席と体調確認を⾏った。 

9 ⽉ 13 ⽇から⾏われた地区推薦⼤学⼸道⼤
会選出試合は、男⼦は全勝で出場権を獲得し、
⼥⼦は惜しくも逃すこととなった。 

例年では練習試合を多数⾏うことで、ほ
とんどの部員が試合の経験を積むことがで
きていたが、感染症の影響でそれができな
かったために、この時期にメンバーではな
かった 1~3 回⽣で部内戦(第⼀回悠久杯)を
⾏った。地区推薦⼸道⼤会選出試合のメン
バー以外の部員にとっても、待ちに待った
試合となった。 
 

<以下、王座代替試合が決定したことについての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 

 

 

↑部内戦の結果 

←
地
区
推
薦
⼤
学
選
出
試
合
優
勝
時 
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 「⽬標をフォーカスしなおした。最後まで頑張ろうと思えた。学連には本当に感謝しても
しきれないとおもう。チームにも光が差した時だったと思う。試合など⽬標を決めて上を向
いて歩けることは、とても幸せな事だとおもった。」 

<令和 2 年度男⼦副将・伊東 ⼀⾄> 
 
<以下、全⽇の開催が決定したことについての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
 「代替試合と同様に試合があることは嬉しかったが焦りもあった。私個⼈としてもメン
バーとして活躍したい、チームとしても⽇本⼀になりたいし、なれる最後のチャンスだと
思うと気が引き締まった。」            <令和 2 年度⼥⼦主将・森⽥ 華帆> 
 
 「直前までは神⼾グリーンアリーナでの開催の予定で、新型コロナウイルスが流⾏し始め
てから初めての対⾯の試合だったので、今までの⾃粛⽣活の全てをぶつけられるととても
ワクワクしました。現役⽣活最後の⼤会になることも分かっていたので、そこまでは何があ
っても全⼒を尽くそうとその時決⼼しました。」 

<令和 2 年度新⼈監督リーダー・前原 俊介> 
 
<以下、⽇常での練習についての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
 
「マスクを射位に⼊ってから外すという⾃分の中の⼀連の流れが出来上がった

ので、やらないと落ち着かなくなっていた。」 
<令和 2 年度⼆回⽣監督リーダー・岩根 共希> 

 
 

 シーズン終了 
 
 11 ⽉ 21 ⽇、例年の新歓コンパよりも半年遅れでの、⼊部式を⾏った。恒例の⼤声での⾃
⼰紹介はなくなり、マイクを通して⾏うこととなった。肩を組んで逍遥歌を歌うこともでき
ず、その場で⼝ずさむ程度に歌った。 
 11 ⽉ 28 ⽇及び 29 ⽇、ついに迎えた全⽇団体予選。オンライン開催となり、四ツ⽮-⼀⼿
-⼀本-⼀本を的中に関わらずすべて⾏い、後で集計という形であった。男⼦は四ツ⽮が 15
中となり、同中の他校と⼀⼿で競うこととなったが、無事 8 中で通過した。⼥⼦は四ツ⽮
10 中で、予選トップタイで余裕の通過となった。 
 地区推薦⼤学⼸道⼤会及び全⽇団体決勝に向けて、ラストスパートをかけていた頃、⼤学
から 12 ⽉ 5 ⽇から 1 ⽉ 6⽇までの課外活動停⽌が発表された。幸い公式戦がある場合は活
動が許可され、メンバーのみ練習が可能となった。その他の部員は⾃粛となり、メンバーで
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はない４回⽣はここで部活動の最後を迎えることとなった。 
 12 ⽉ 12 ⽇、地区推薦⼤学⼸道⼤会。初戦の相⼿は⽇本⼤学。強豪校に挑むも、4 中差で
負けてしまう。この⽇出場した 10 校のうち、96 射で 80 中を超えたのは関⼤を含めた 4 校
であった。 
 そして 12 ⽉ 19 ⽇及び 20 ⽇、ついに最後の
試合となる全⽇本学⽣⼸道選⼿権⼤会の⽇が
やってきた。やれることはすべてやってきた。
メンバー練習を zoom で繋いで配信し、メンバ
ーでない者も参加できるようにしてチームが
⼀つになっていた。 

男⼦の相⼿は⻄⽇本⼯業⼤学。最後まで接戦
を続けるも、わずか 1 本差で負けてしまう。⼥
⼦の相⼿は法政⼤学。11 中の同中競射となった
が、無事に勝利、その勢いのまま決勝まで進んだが、準優勝という結果となった。 
 こうして波乱すぎたシーズンは終了し、関⼤⼸道部はオフ期間に⼊った。まだまだ新型コ
ロナウイルスの影響は収まりそうもないが、⽇本⼀に向けて関⼤⼸道部は前に進んでいく。 
 
<以下、12 ⽉のメンバー以外の練習終了ついての令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
 「四年⽣の時の状況が⼀番しんどかった思い出があります。沢⼭の話し合いがあって判断
がすごく難しかったです。メンバー以外は引かない判断をして、特に四年⽣にとっては突然
の最後だったので本当に⼼苦しかったです。」 

<令和 2 年度主将・津⽥ 純平> 
 「王座のメンバーもインカレのメンバーも外れて今⾃分にできることはなんだろう、と考
えていて⾃分なりに出した結論の 1 つに｢最後まで努⼒する｣というのがありました。メン
バー外であっても最後まで⾃分の⼸を引き続けて努⼒することでメンバーに良い影響を与
えることができるんじゃないか、と思いましたし何よりも 4 年間頑張ってきて最後にメン
バー外れたから練習しない、というのは⾃分の信念から外れていたからです。そう思ってい
た⽮先に突然の引退。とてもあっけなかったです。そこからはメンバー練習の⼿伝いをした
り、⾃分なりに勝利に貢献できるように努めたつもりでしたが、本当に最後までメンバーと
共に戦えたのだろうか、という疑問は常にありました。現役⽣はコロナウイルスのせいで満
⾜に練習できていない状況が続いていて、メンバーの⼈もそうでない⼈もいつ引退がくる
か分からない状況だと思います。そういう状況の中でも悔いのない⼸を引けることを願っ
ています。」             <令和 2 年度⼆回⽣監督副リーダー・増⽥ 哲也> 
 
「コロナ禍であり、何があるかわからない状況だったのでそんなに驚きはしませんでした。
ですが、仕⽅がないことだと分かっていても、⾃分の中では整理がつけづらかったです。」 

 

↑全⽇⼥⼦団体決勝 

<令和 2 年度新⼈監督・⼩柳 奈菜⼦> 
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↑令和 3年度幹部・幹部補佐 

↑令和元年度卒部⽣ 

令和 2 年度卒部⽣→ 

↑現役部員と卒部⽣ 

卒部式 
 
 ⾟かったシーズンを終えて、オフ期間に⼊った関⼤⼸道部。新型コロナウイルスの脅威は
とどまることはなく、広がり続けている。何の安⼼感もなく、⽇々⾃分の⾏いに注意しなが
ら過ごしていく。 
 2 ⽉ 11 ⽇から道場での練習が再開した。以
前と同様に班を分け、密にならないよう⼯夫
し、消毒などを励⾏して感染症対策を徹底し
た。 
 2 ⽉ 14 ⽇に幹部交代式・役職承認式を⾏
い、新体制での⼸道部がスタートした。 
 オンラインでの試合が当たり前となった
ため、⼀年前とは違い、試合を⾏えるように
なっていた。2 ⽉ 21 ⽇には徳川杯と称した、⼤学と⾼校の交流試合を⾏い、それ以降も新
⼈戦に向けた練習試合を⾏った。 
 3⽉ 20 ⽇、卒部式が⾏われた。午前は令和
2 年度卒部⽣が道場で卒業記念射会を⾏い、
午後に卒部式となった。前年は卒部式が出来
なかったため、令和元年度卒部⽣も参加し、
1 年越しの卒部式となった。リモートでの参
加者もいた。例年のような飲⾷もなく、卒部
⽣と現役⽣の交流もほとんどできなかった
が、無事に終えることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[⽂書の重要な部分を引⽤して読者の注意
を引いたり、このスペースを使って注⽬ポ
イントを強調したりしましょう。このテキ
スト ボックスは、ドラッグしてページ上
の好きな場所に配置できます。] 
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<以下、卒部式を迎えた令和元年度及び令和 2 年度卒部⽣のコメント> 
 「3 ⽉ 20 ⽇、私達⼸蓮会と⼀つ下の⼸悠会の 2 代合同の卒部式が⾏われました。私達は
本来なら昨年に卒部式を開催していただく予定でしたが、世情を鑑み延期となっていまし
た。寂しい気持ちはありましたが、正直、私達の代の卒部式はもうしなくて良いのではない
かとも⼼の隅で考えていました。この度の式で本来盛⼤に祝われるべきなのは前年度に必
死で努⼒した⼸悠会の⼦達であると考えていたためです。ですがこの度、⾃分達の代を含め
た卒部式を開催していただき、⾃分の中でも⼤学⽣活における最後の区切りを付けること
ができました。開催にあたり尽⼒くださった⼸陵会の皆様と在校⽣の⼦達、本当にありがと
うございました。」                  <令和元年度主将・岡⽥ 将吾> 
 

「3/20 に令和元年度(⼸蓮会)卒部式、令和 2 年度(⼸悠会)の卒部式が⾏われました。本
来私たちの卒部式は 2020 年の 3 ⽉に⾏う予定でしたがコロナの影響で⼀年遅れての開催と
なりました。私はどうしても卒部式は⾏って欲しいと思っており開催が決まった時は、とて
も嬉しい気持ちでした。そして、卒部式の当⽇はワクワクした気持ちで会場に向かいました。
久しぶりに会う同期や監督コーチ、また現役⽣と会えて嬉しかったです。また、卒部証書授
与式や⽊札の贈呈、４年間のビデオなどで「４年間充実した時間を関⻄⼤学体育会⼸道部で
過ごしたな」と強く実感しました。式を開催するにあたって準備をしてくださった皆様、本
当にありがとうございました。」          <令和元年度男⼦副将・⽯川 智⼤> 
 
 「3 ⽉ 20 ⽇に私たち⼸悠会 21 ⼈は、晴れて関⻄⼤学体育会⼸道部を卒部することができ
ました。私たちが 4 年間不⾃由無く活動でき、沢⼭の嬉しいこと悔しいことを経験できた
のは、偏に⼸陵会の皆様のおかげと思っております。⼼より御礼申し上げます。  
⼀昨年度に続き、昨年度の卒部式も新型コロナウイルスの影響で開催は難しいのではと感
じておりました。しかし、昨年度コロナ禍で様々な経験や学びを得た在部⽣を中⼼に、卒部
式という場を設けていただき、1 年ぶりに多くの⼈と関われたことはとても嬉しかったです。  
卒部式を迎えた当⽇は、4 年間ずっとともにあった部活動を離れる寂しさを感じつつ、⼤変
な⽇々を乗り越え、新たな⽣活へと向かう希望を持ち清々しい気持ちでいました。今思うと
卒部式は、同期と共に新しい世界へ歩を進めようと覚悟を決める場でもあったと思います。  
コロナ禍で⼤変な中、⼈⽣の節⽬である場を設けていただき本当にありがとうございまし
た。」                        <令和 2 年度主将・津⽥ 純平> 
 
 「卒部式をどういう気持ちで迎えたかということですが、⾊々複雑な⼼情でした。  
ただ 1番に、⼸悠会の同期と卒部出来ることが嬉しいと思っていました。⼸悠会は、皆が⼸
に対してひたむきに頑張っていたと思います。だからこそ、僕も最後まで折れずに頑張って
来れました。頑張っている同期がいなかったら僕があの場でコーチから⽊札を貰うことは
なかったのかもしれません。そんな⼈達と⼀緒に卒部出来ることは嬉しかったです。  
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↑選抜予選・男⼦ 

その反⾯、⾃分が何も残せていないまま卒部式を迎えることに対する悔しさも卒部式の前
⽇までは感じていました。ただ、悔やんでも詮無きことなので式の当⽇には悔しいなどと⾔
ったマイナスの感情は無く、両親やコーチ監督、先輩後輩など、⾊んな⼈への感謝の気持ち
しかありませんでした。社会⼈になった今でも、⼸道部で出会った全ての⼈には、感謝しか
ありません。本当にありがとうございました。 とても簡単にまとめましたが、あまり冗⻑
な⽂章を書くと怒られそうなのでこれ以上はやめておきます。」 

<令和 2 年度新⼈監督・⻘⽊ 聖隆> 
 
 

 今とこれから 
 
 卒部式から 1週間後の 3 ⽉ 28⽇、新⼈戦の第⼆戦迎えた。関⼤はシードだったため、第
⼀戦はなかった。初戦からしっかりと的中を出し、順調に決勝戦を迎えたが、⽴命館⼤学に
敗れ、2位という結果になった。 
 4 ⽉ 15⽇、再び課外活動の停⽌が発表された。メンバーの練習は認められたが、メンバ
ーではない４回⽣にとっては前年に引き続き、相当なショックであったことだろう。四私選
⼿権は出場辞退、府選は中⽌、関選は延期と、部員はまた同じような 1 年を過ごすことにな
るのかと不安な気持ちに駆られた。 
 5⽉ 3 ⽇と 5⽉ 4 ⽇に全国⼤学⼸道選抜⼤会の
予選が⾏われた。当⽇までメンバーは練習を積み
重ねて試合に臨んだ。男⼦は四ツ⽮ 14 中、⼀⼿ 8
中、⼀本 4 中、⼀本 2 中で、⼥⼦は四ツ⽮ 9中、
⼀⼿ 5中、⼀本 3 中、⼀本 3 中という結果になっ
た。 

予定されている公式戦がない場合は練習するこ
とができないため、部員全員が⾃宅で練習という
形になった。以前のように zoomを⽤いて⼀緒に練習し、コミュニケーションの時間も設け
られた。 
 いつ道場で練習できるようになるか分からないが、試合は予定されている。今年こそはと、
部員たちは⾃らを⿎舞して⾃宅での練習に取り組んでいる。 
 
<以下、今年も⾃粛となったことについて四回⽣のコメント> 
 「最上回⽣なので余裕を⾒せたいところですが、⾃粛は何回きても怖いです。⼸が引けな
い時間が⻑くなるほど⼼⾝共に衰えていくのではと不安にかられます。でも条件はみんな
同じ、私に残された試合全部出て中てる、譲る気はありません。  

 

©関⼤スポーツ編集局 
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⼆年前まで努⼒すれば試合に出られると思っていました。しかし、努⼒することなどはごく
当たり前で、私たちの活動のひとつひとつには多くの⼈の⽀えがあり、その積み重ねの上に
⽴たせていただいていたことが⾝にしみて分かりました。本当に視野の狭い⼈間でした。  
今も⾒えていない部分はあると思います。また、過去を遡れば何⼈の先輩⽅が私を育ててく
ださったことか。何をしても恩返しが⾜ることはないでしょう。このことに気づいた時、と
ても暖かい気持ちと責任感が込み上げてきて、これが感謝するということなんだろうな、と
感じました。 感謝は⼼に留めるのではなく、形にしていきます。」 

<⼥⼦主将・森千都歩> 
 
 「正直、とても悔しいです。ずっと試合に出て活躍することを考えてきたので、⾃粛にな
ると、⾃分の思い描いていた未来像が想像できなくなる時があります。夜、寝る前にふと「あ
の時、あの⼀本を…」と思い出し、後悔する⾃分に情け無く思います。 
⾃粛⾃体も選⼿権のメンバーに⼊れなかったことも悔しいのですが、やはり、試合で引いて
いるメンバーを⾒ていると、⾃分にはないものを持っていると感じ、この⾃粛期間、⾃⾝の
弱さを新たに⾒直す良い時間になりました。 
いよいよ最上回⽣になり、残された試合も限られ、焦りや不安というのはみんなが持ってい
ると思います。なので、これからが⼤変であり、この⾃粛期間・⾃粛明けは、⽐にならない
くらいの"覚悟と練習"が必要になるなと深く感じています。 
悔しさをバネに⾃分なりに新たな⼀歩を踏み出し、進んでいこうと思います。」 

<⼆回⽣監督・井⽥ ⽇向代> 
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[9月 13日(日) 第一戦 対京都橘大学戦] 
関西大学 〇130－99× 京都橘大学 

 
 
 
 

 
 
 
 
[9月 27日(日) 第三戦 対関西学院大学戦] 
関西大学 〇126－109× 関西学院大学 
一勝して迎えた第二戦。この試合に勝てば、地区推

薦大学弓道大会に出場が決定するという大事な試

合。関西大学が徐々にリードを広げていき、見事勝

利を収めました。この結果から、地区推薦大学弓道

大会への出場を決めました。 
 
・出場選手コメント 
菅野 竣介（三） 
 私は地区推薦大学弓道大会選出試合に出場するまで公式戦に出場したことがありませ

んでした。それどころか練習試合でも団体戦はあまり経験していなかったので本当に不

安でした。ただ、この試合に出場するのは１回生からの目標だったことや、同期・先輩方

からの応援のおかげで、部を任せられているという重圧や経験が浅いことへの不安を押

しのけるくらい強い気持ちで試合に臨めたのだと思います。2020年、弓道部には思うよ
うに練習が出来ずにもどかしい気持ちでいる人が多いと思います。この気持ちを忘れる

ことなく、今後より一射一射を大切にしていこうと思います。 
 
津田 純平（2020年度主将） 

 昨年のリーグ戦を振り返ると、感謝という気持ちが一番にあります。前期に予定されて

いた大会が次々と中止になった中、リーグ戦を開催して頂いたことには心から感謝して

います。大会に対する意気込みとしては、満足に練習もできなかった中で、例年と変わら

ない力を出して勝つというものがありました。どの大学も似た状況下でそれぞれの練習

をしていて、そこで例年通り勝つ事は、昨年私たちがやってきた練習が間違ってはいなか

ったことを示す一つの指標でした。二試合とも例年通り勝利できたことはとても誇りに感じています。 

2020 男子地区推薦大学弓道大会選出試合 

（１部リーグ代替試合） 

写真提供：関大スポーツ編集局 

令和２年度の最初の公式試合。今年度はコロナウイル
スの影響で練習・試合の環境も⼤きく変化し、本来の
１部リーグの代替試合として男子地区推薦⼤学弓道⼤
会選出試合が開催されました。試合展開では、序盤か
ら相手にリードを一度も許すことなく、初戦を 130対
99で勝利することが出来ました。 
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2020年 12月 12日（土）から 13日（日）にかけて地区推薦大学弓道大会が行われました。なおこの大
会は、コロナウイルスの影響によって開催中止となった第 58回伊勢神宮奉納、第 68回全日本学生弓道
王座決定戦、第 44回全日本学生弓道女子王座決定戦の代替大会として開催されました。また感染予防の
為、全ての試合がリモート形式で行われました。試合の内容は、従来の全日本学生弓道王座決定戦と同様

に、トーナメントは８人立ち、１人 12射、全 96射で、決勝戦は８人立ち、１人 20射、全 160射で行わ
れました。 
 
[二回戦 対日本大学] 
 朝は晴れ間が見えたものの、空はだんだんと曇天に。シードで迎えた日本大学との二回戦。 
一立ち目は前立、後立共に日本大学に一本ずつ及ばず、27 対 29 で関西大学が追いかける展開で始ま

りました。二立ち目も前立、後立合わせて 27中したものの、日本大学が 30中を出し、離される形に。
後がない最終立ち。関西大学 27中、日本大学 26中と的中で上回りはしましたが、逆転するまでには至
らず、81対 85で日本大学の勝利及び関西大学の二回戦敗退となりました。 
また、この試合で宮下哲也（2020年度副将）が皆中しました。 

 
以下、応援及び地区推薦大学弓道大会出場メンバーのコメントです。 
大下 拓真（二） 
 リモートでの試合だったので関西大学の道場での試合でしたが、応援している時の緊張感は凄かった

です。 
足立 拓馬（三） 
 一本も抜くことができない、まさしく「一射絶命」という言葉があてはまる試合でした。一本一本の重

さ、大切さを身に沁みて感じました。 
永森 結祐（三） 
 このコロナ禍ですが、間近で応援をさせていただきました。大会前の練習や大会中はあまりピリピリ

しておらず、雰囲気はとても良かったです。先輩方の思いが伝わるように研鑽していこうと思います！ 
谷口 諒甫（四） 
 試合には負けてしまいましたが、高校からの経験者と大学から始めた者が一緒に戦うという関大弓道

部の戦い方で 81中という数字を出した選手に感嘆しました。 
坪井 篤（四） 
 リモートによる応援は選手の射技に関してはいつも以上に見やすかったですが、道場で直接応援をし

て感じられる緊張感は薄れてしまったようで残念でした。 
松繁 弘樹（2020年度卒部生） 
 厳しい状況の中、迎えた試合でした。その場にいられなかったことが心残りであるとともに、昨年度と

同じく日本一の壁を感じました。 

2020 地区推薦大学弓道大会 

（全日本学生弓道王座決定戦代替試合） 
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金城 俊就（2020年度卒部生） 
 正直な気持ちは同期の射場での最後の勇姿をリアルで見たかったです。画面越しに見るラストゲーム

は眉唾物のようで寂しいものでした。 
畑中 光次郎（2020年度卒部生） 
 大会までのメンバー練習を通じ、選手でなくともチームの力になれる事を実感しました。部員が一丸

となる事が、関大弓道部の強さに繋がっていると感じました。 
津田 純平（2020年度主将） 
 今年度男子は地区推薦大学弓道大会に出場し、初戦の日本大学に敗れました。私自身、昨年の王座決定

戦でとても悔しい思いをし、団体としても個人としてもリベンジしようと挑みましたが、どちらも結果

に結びつきませんでした。終わってみれば後悔ばかりです。もっと質を高く練習できたんじゃないか、チ

ームワークはもっと高くできたんじゃないか、選手として試合に出て勝ちたかった、むちゃくちゃに中

てたかった、色々あります。しかし、このリーグ後数か月が 4 年間の大学弓道の中で一番色んな意味で
面白かったです。いい思い出はないですが、貴重な経験が出来たと思います。 
 
 
冨田 涼太（四） 
 例年伊勢で行われる王座とは大きく異なった形での開催となり、去

年の王座とは違う緊張感の中で試合に臨みました。昨年、自分は王座

の決勝戦に出させていただきましたが、自分の力を十分に発揮するこ

とができず、負けてしまいました。今年こそ、関大の日本一に貢献する

為、この一年間準備していましたが、迎えた地区推薦大学弓道大会初

戦、結果は敗北。自分含め、関大男子は悔しさを痛感する試合となりま

した。悔やんでも悔やみきれないこの悔しさを力に変えて、来年度、より一層強い関大を全国の舞台で見

せつけて、全国の強豪校に一泡吹かせてやります。 
 
 

石井 樹（四） 
 私はこの大会で、団体戦の公式戦に出場するのは３回目になります。

ですので、ひたすらに昂っていました。久々の公式戦で、しかもそれが

全国規模の大会となると尚更です。当時そこまで自信満々といった訳で

はなかったのですが、初立ちに皆中した時はとても嬉しかったです。結

果的には満足できるものではなかったのですが、この経験はとても大き

なものだと思うので、これからの活動に活かしていこうと考えています。 
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井上 裕文（四） 
 新型コロナウイルスの影響で、伊勢神宮で開催されるはずだった王

座の代替として、地区推薦大学弓道大会が開催されたこと、２年連続で

全国規模の大会に出場できたことは感謝してもしきれません。今大会

前、私の調子は決して万全の状態とはいえませんでした。日本大学戦の

二立目から前立の落前にリリーフすることになりました。一選手とし

て引くからには全部詰めるつもりで全力でやりました。結果として一

本抜いてしまいましたがおそらくこの一本は忘れられないと思っています。来年、王座出場が叶いまし

たら全て詰めたいと思っています。今後とも変わらぬご支援、ご声援よろしくお願い致します。 
 
 
林 和輝（2020年度主務） 
 今年はコロナ禍で試合数も少なく、当たり前にあった試合や環境がどれだ

け有難い事であったかを思い知らされました。さらに追い討ちをかけるよう

に 12月に突入して間も無く、大学からメンバー以外の練習は中止され、メン
バーのみの練習となりました。このような環境の中で練習する中で、より一

層部員の気持ちを背負っているという気持ちが強くなり、王座へ向けていつ

弓を取り上げられても良い様に引くことができました。王座では先発で出場

したのですが、自分の力不足で 12 本すら引き切ることができませんでした
が、終了後チームで試合を振り返った時、出場した全員が自分の一本を悔やんでいました。その時３回生

以下の表情を見た時、非常に頼もしい顔をしていました。後輩たちはこの気持ちを忘れず、結果で示して

くれると信じています。 
 
 

宮下 哲也（2020年度副将） 
 去年の王座決定戦の決勝を終えた時から、自ずと今年度の王座決定戦優勝が目

標になっていました。他にもインカレや選抜と日本一を決める舞台はありますが、

やはり伊勢の地は私にとって最高の舞台です。しかし、今年は地区推薦大学弓道

大会と名前を変え、千里山の地よりオンラインで行われました。伊勢の地で再び

弓を引くことは出来ませんでしたが、日本一を決めるに相応しい緊張感は私の目

標にしていた舞台そのもので、今年も最高の舞台で試合に出られたことを誇りに

思います。しかし負けは負け、来年こそは後輩がコロナにも他の強豪たちにも打

ち勝ち、伊勢の地で有終の美を飾ることを期待しています。 
 
 
 
 
 

写真提供：関大スポーツ編集局 
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[11月 29日(日) 全日本学生弓道選手権大会男子団体予選] 
 本戦に先立ち、出場権を獲得するための予選が 11月 29 日に行われました。今年は例年とは異なり、
感染リスクを避けるため、予選は各校が自校の道場で行射し、その成績で事前に出場校を決める形が採

られました。また、その決め方としては四ツ矢の的中数で競い、同中の場合は一手、さらに同中ならば一

本競射での的中で出場が争われ、加えて今回はオンラインのため、一本を二度行っての予選となりまし

た。関西大学は四ツ矢 15中、一手８中、一本５中、一本４中という成績でした。四ツ矢 15中では他大
学８校と同中で並んだため決めきれませんでしたが、一手８中の結果により、無事決勝トーナメント進

出を決めました。 
 
[12月 19日(土) 全日本学生弓道選手権大会男子決勝トーナメント] 

 第一回戦 関西大学 ×17－18〇 西日本工業大学 
 決勝トーナメントもまたコロナウイルスの影響を受け、例年とは

異なる時期、かつ遠隔での開催となりました。異例続きの開催でし

たが、当日の道場には落ち着いた雰囲気が流れていました。 
関西大学は 17中を出すものの、相手校の西日本工業大学が 18中
を出し、一本差という悔しい敗北を喫し、一回戦敗退となりました。 
 

 
以下、応援およびインカレ予選本戦に出場したメンバー、のコメントです。 
大江 達也（二） 
 静寂と張り詰めた緊張の中で観戦していてとてもドキドキしました。選手からは覇気を感じ、憧れず

にはいられません。自分もあの場に立ちたいと強く思いました。 
藤澤 勇亮（三） 
 私は看的小屋から応援していました。この時は的に向かって「関大は絶対勝つ！」という気持ちで魂を

送っていました。次は応援ではなく選手として関大の勝ちに貢献したいです。 
浦辺 智貴（四） 
 今年はオンラインでの応援で、中っても声を届かせられないので歯痒い気持ちでした。来年は声を出

せる環境で試合をしたいです。 
岩根 共希（2020年度卒部生） 
 画面越しに自分の姿がないことを悔しいと感じました。遠くにいても託すしかないという想いは同じ

でした。祈りを捧げるのみでした。 
濵 碩亜（2020年度卒部生） 
 リモートで辛く苦しいメンバー練習を行っている姿を見ていたからこそ、頑張っているメンバーに現

地で応援の声を届けたかったです。 

2020年 第 68回 

全日本学生弓道選手権大会男子団体 
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前原 俊介・大前（2020年度卒部生） 
 大学で弓を始めて 4回生にして初めての全国大会。緊張も大きかったですが、
同じく大学で弓を始めた同期の澤田と宮下がチームにいてくれたことは大きい

支えになりました。リーグ時期の不調から這い上がり、予選では皆中してチー

ムを決勝に導くことができました。本戦では、付け矢、付け矢立ちともに全て的

中し、万全の状態で臨んだものの、私が３中を出してしまい敗れてしまいまし

た。４年間の集大成としてとても悔しい結果ではありましたが、全国の舞台で

全部員の思いを背負い引いたあの瞬間は一生忘れないと思います。応援ありが

とうございました。 
 
 
 
中西 啓・弐的（四） 
 オンラインではありましたが、インカレ団体戦を初めて経験させていただき

ました。会場は関西大学で相手校は見えない試合。ある意味例年の試合より純

粋な己との戦いだったのではないかと思います。自分はその普段通りを出せる

環境で皆中ができず、チームの敗因になってしまいました。自信はありました

が、やはり他の４人に比べるとまだまだ実力不足だったのは事実です。しかし、

激動の一年を乗り越え全国大会で戦えたことはとてつもない経験であり、挽回

に燃える中西・2021・啓を支える基盤に間違いなくなります。来年以降、どの
ようなチームになるか未知ですが、私もチームも全力で進むので引き続き関西

大学の応援よろしくお願いします。 
 
 
 

澤田 達矢・中（2020年度卒部生） 
インカレ予選・本戦では中で出場しました。本戦では、一昨年出場したイン

カレの 14－18で敗北した経験をしていたのもあってか、これは負けたかもし
れないと思って本座で結果を待っていました。試合内容については、自校のみ

のホーム戦である上、声を出すことができない環境だったため、昨年まで自分

が試合で感じていた高揚感、一種のゾーンのようなものに入るような感覚と

いうよりは張り詰めた空気と緊張感を持って試合で引く事になりました。今

年は長い自粛期間を終えた後、試合で他大学の射手と戦うことができる喜び

を改めて感じることができたのですが、心の奥底では、対面で熱い、魂が震え

るような勝負がしたかったと思っています。いつからできるかはわかりませ

んが、関大弓道部が熱戦を繰り広げるのをこの目で見たいです。 
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宮下 哲也・落前（2020年度副将） 
 私は弓道人生最後の日に一本の重みを思い知らされました。例年では、リ

ーグ戦や王座が引退試合になる事が普通なのでリーグ戦であれば 20射、王座
であれば最低でも 12射引けます。しかし今年は４本で引退が決まってしまい
ました。しかも１本差。非常に悔しい結果で私にとっては残念な試合でした

が、後輩たちにとっては良い大会であったと思います。なぜなら日本一を目

指す舞台で一本がどれだけ大切か痛感できたはずだからです。つまり、これ

から日本一になる関大弓道部にとっては一本の重みを知るという事は必要不

可欠であり、それを体感する事ができたと思います。 
 
 
吉田 智哉・落（四） 
 インカレは僕が未だに出たことがないものでした。コロナ禍によりたくさん

の試合がなくなりインカレもオンラインでの開催となりました。限られた時間、

限られた人数での練習、それは関大弓道部にとっては非日常的なものです。思

うように的中が伸びず苦しい日々が続きましたが全員が諦めることなく試合に

向かって練習しました。迎えた予選、思うような結果は出ずギリギリでの通過

でした。そこから更に厳しく質の高いものが何か模索しながらの練習が続きま

した。本戦当日、長い時間をかけて練習してきたものはたったの５分で初戦敗

退という結果で終わってしまいました。あと１本。この１本の大きさを痛感さ

せられるものとなったこの試合。自分たちの課題をはっきり分からされました。

この課題をいかに解決できるか。それこそが勝ちにいくことの第一歩であると感じました。 
 
 
以下、幹部からのコメントです。 

津田 純平（2020年度主将） 
 男子インカレは予選を 15 中で通過し、危なっかしい形ではありましたが
本戦に出場することになりました。今年度は予選後に３週間の期間が空いた

ので練習することができましたが、その期間で勝てるチームに仕上げること

は出来ずに敗れてしまいました。１番最後の試合が私の７年間の学生弓道の

試合の中で呆気なく終了しました。相手はオンライン上で繋がっていて対戦

中の進行も見られないまま、パソコンから放送される結果発表の 17中対 18
中という音声を聞いて負けを知り、通信を切って終わりました。負けたことには普段と変わりなかった

ですが、試合が終わった後のあの妙な空気感は今でも思い出すと気持ちが悪いです。 
 今回のインカレは予選の時に前原が研究室の中間発表を抜け出して試合に出たり、本戦直前のメンバ

ーミーティングでの意見の衝突があったりなど色々ありましたが、個人的に１番記憶に残るものは同期

との時間でした。メンバーに偏ってはしまいますが、最後まで試合に出続けてくれた同期、支えてくれた

同期には感謝してもしきれません。他にもコロナウイルスの影響で練習が出来なくても、数時間仕事だ

写真提供：関⼤スポーツ編集局 
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けをしてくれたメンバー外の者、道場にずっといてベストな状態を保つ為に調整し続けたメンバーがい

ました。このインカレ期間、僕が個人的に１番嬉しかったのは、インカレメンバーには入りませんでした

が、主務の林が地区推薦大学弓道大会に出場して最後の最後に活躍してくれたことです。これはもちろ

ん林の４年間の頑張りがあっての結果です。彼の頑張りが実った事も嬉しいですし、加えて幹部を決め

るミーティングから言ってくれていた、「津田だけじゃなくて自分も試合で中てて貢献したい」という事

を実現してくれた事も嬉しく思っています。 
 最後は少し話がズレてしまいましたが、インカレとインカレ期間を振り返って特に思い出に残ってい

るのは以上です。学生弓道を全て終えて思うのは感謝です。ずっと好きなように部活動をやらせてくれ

た家族に対して、４年間熱心なご指導を下さった監督、コーチ、いつも熱い応援を送って下さる OBOG
の方々、４年間一緒に過ごした同期と部員、試合を開催して下さる方、沢山の人の支えがあって学生弓道

を終えることができました。ありがとうございました。 
 

伊東 一至（2020年度副将） 
 自分にあの瞬間に何が出来たのかと、振り返って、思います。変わらない

としても、選手に少しでも寄り添いたい思いでジャンパーを脱ぎ、同じ服装

で、勝利を念じていました。これは惜敗なのか、それとも惨敗なのか。気が

つけば相手校が勝ちというアナウンスが流れていました。終わってからしば

らく経った今でも、宮下と澤田が肩を落とした場面が頭をよぎります。応援

には力があると、良く聞きます。自分の気持ちは一体どれほど選手に届いた

のでしょうか。  
私自身は、過去には日本一になった事も、逆に私のせいで負けた試合ももちろんあります。一本がどれ

だけ大きな差か、もしかすると選手以外では 1 番知っていたのかもしれません。しかし、それでもその
一本を削り出してあげる事は出来ませんでした。その日その時強く願う事で、結果が良い方向に変わる

ほど、勝負事は綺麗なドラマではありません。その日までの過程を含め、彼らの為に行動すること、それ

が応援だと私は思っています。チームの結果がある以上、その応援が足りなかったという事です。 
インカレ後の円陣で何かを言おうと思いました。でも、言葉は一言も思いつきませんでした。私が見れ

ていたのはほんの僅かでしょう。それでも皆がその日まで努力している姿を見ていました。ミーティン

グではぶつかり合い、メンバー練習では苦しみ、見えない極度のプレッシャーの中で戦ってくれていた

選手に、何と言葉をかけてあげれば良かったのか。レベルが低いと言われても、「お疲れ様、ありがとう。」

しか思い浮かびませんでした。もっと私が強ければ、もっと私が想いを出しておけば。後悔は無くとも、

やはり選手に日本一の景色を見せたかったと思います。 
勝負は、一瞬です。どんな努力も、離れという一刹那、一瞬に、勝つにせよ負けるにせよ、結果として

出てしまいます。後輩達はその一瞬の為に、その一本の為に、その一刹那の為に、きっとこれからも何度

も何度も挑むのでしょう。足りない足りないともがき、何度も折れて、それでも何度でも立ち上がる。越

えられない壁はないと信じ続けます。努力を続けます。僕たちは陰ながら応援し続けます。 
日本一という栄冠を掴む、その日まで。 
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コロナ禍における初の公式試合は、リモートによる⾮対⾯形式にて本学⼸道場で開催さ

れました。 
⾃粛開けの練習再開直後は、80 射 50 中も出ない苦しいスタートとなりました。例年と異

なり練習の参加⼈数制限が設けられる中、⼀体感を⼤事にしながら闘うことに努めました。
練習を重ねるごとに射技・的中ともに向上し、本番の⽇を向かえることとなりました。 

相⼿校と対⾯すること無く各々の道場で⾏われる試合は、例年と異なる緊張感が漂う中、
以下の結果となりました。 

 

�
 

 
 

 

【9/27(⽇) 第⼆戦 対関⻄学院⼤学】 
先攻 関⻄⼤学     57 中 
後攻 関⻄学院⼤学   47 中 
⼤阪経済⼤戦の悔しさを胸に挑んだ試合。 

中盤で選⼿交代もあり、苦しみながらも最後ま
で戦い抜きました。 

【9/20(⽇) 第⼀戦 対⼤阪経済⼤学】 
先攻 関⻄⼤学     55 中 
後攻 ⼤阪経済⼤学   60 中 
⼀⽴⽬からうまく的中が波に乗らず、⼀戦⽬にして敗れ

てしまいました。試合後は、メンバー内で⼆戦⽬に向け、
まだ諦めないように、とミーティングをしました。 



 

 

 

 
こんにちは。⼥⼦副将の三屋莉歌と申します。 
昨年度の⼥⼦は⼀部戦⼒が⾜りないなど可愛いものではなく、メンバーのほぼ全員の実⼒

が半減しているという逆境に⽴ち向かい、乗り越えたと感じています。そして、監督が射技
ではなくチームの雰囲気や顔つきに対しお叱りくださったことも、類まれなる光景であっ
たことでしょう。私は⽣まれて初めて⾃分の表情を叱責され、刺激的でした。負けても前を
向き努⼒し続けた為 2 勝することができ、今のチームカラーを作ることが出来たと思いま
す。 
いつも私たちの成⻑を⾒守り、⽀えてくださりありがとうございます。⼼から感謝いたし

ます。これからも、⼤きな壁を乗り越え成⻑し続ける、互いに⽀え合い⾼みを⽬指す、そん
なチームであり続け皆様の期待に応えます。そして、皆様へのご恩、感謝の気持ちを 
【全国優勝】という形で返すために⽇々闘い続けます。今後とも、ご声援のほどよろしく

お願いいたします。 
 

            

             

【10/4(⽇) 第三戦 対甲南⼤学】 
先攻 関⻄⼤学     68 中 
後攻 甲南⼤学     57 中 
最後の試合。68 中を出し意地を⾒せる結果となりまし

た。初戦に⼒を出せなかった事が悔やまれますが、練習で
鍛え上げた集中⼒が続き、⼒を出す事が出来ました。どの
⽴ちでも相⼿校を上回ることができ、2020 年度⼥⼦地区
推薦⼤学⼸道⼤会選出試合は幕を閉じました。 



 
 
 
  

第 68 回 

全⽇本学⽣⼸道選⼿権⼤会 

⼥⼦団体戦 

於 関⻄⼤学⼸道場 



全⽇本学⽣⼸道選⼿権⼤会 ⼥⼦団体戦 
 
2020 年 12 ⽉ 20 ⽇(⽇)関⻄⼤学⼸道場にて、オンライン開催された第 68 回全⽇本学⽣選
⼿権⼤会で、関⻄⼤学体育会⼸道部⼥⼦が準優勝となりました。 

 
予選は 11 ⽉ 29 ⽇(⽇)に、全国各地の参加⼤学道場、公共道

場等でオンラインにて実施されました。四ツ⽮ 10 中、四ツ⽮同
中のための⼀⼿４中、⼀本 3 中、⼀本皆落という結果でしたが、
無事、四ツ⽮で通過することができました。 
 

 
20 ⽇の本戦であるトーナメント（三⼈⽴ち、1 ⼈ 4 射、全 12 射）で

は、第１戦で東京都代表の法政⼤学と対戦。初戦から好的中を出し、11 
対 11 で同中競射（⼀⼿競射）となりました。⼀本も抜けないというプ
レッシャーの中、三⼈皆中を出して 6 対 4 で勝利しました。 
続く第２戦では、⽇本体育⼤学と対戦。⼤前の植⽊(⼆)が皆中とチー

ムを引っ張り、8 対 7 の僅差で勝利しました。 
 

準決勝では、東北学院⼤学に 3-3-3 という安定した数字を出して、
9 対 6 で勝利し決勝戦に駒を進めました。 

決勝戦では、⼆週間前の練習試合でも接戦を繰り広げていた⼤阪
経済⼤学と対戦。的中率が伸び悩み、あと⼀歩のところで惜しくも⽇
本⼀には届きませんでした。 
結果は 10 対 6 で関⻄⼤学は準優勝に輝きました。 
 
写真提供:関⼤スポーツ編集局 
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令和二年度 卒部式 
3月 20日に関西大学弓道場、エル大阪にて卒業記念射会と卒部式を行いました。 

卒業記念射会では、現主将井上裕文、現女子主将森千都歩による矢渡しのあと卒部生の

方々による一手行射が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後は、前主将津田純平と前女子主将森田華帆による納射が行われました。 
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その後、エル大阪に移動し、卒部証書授与と OBOG の方々からの記念品の贈呈が行わ

れました。 

昨年度はコロナウイルスの影響で卒部式が延期となったため、令和元年度卒部生と令和

二年度卒部生の合同で式を執り行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒井先生の式辞、齋藤会長・猪尾監督の祝辞を頂きました。送辞では、現役生を代表し

現主将井上裕文が卒部生の方々への感謝を伝えました。答辞は前主将津田純平さんから

いただきました。卒部生の方々の弓道部での日常、試合を振り返る思いのこもったビデ

オ上映がされました。 

 

 

 

 

 

 

そして、現役生から花束、アルバム、心のこもった色紙などが贈られました。 

また、宮本コーチから卒部生一人一人に熱いメッセージとともに木札の授与が行われま

した。 

 

 

 

 

 

 

今年度は前回の卒部式とは違い、美味しい料理を食べたり現役生から卒部生にむけて歌

ったりすることはありませんでしたが、ご出席いただいた酒井先生、宮本コーチ、たく

さんの OBOG の方々、現役生に見送られ、令和元年度および令和二年度卒業生が弓道

部を卒部されていきました。 
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令和二年度卒部生紹介 
  

※記念撮影の為マスクを外しています 

 

いつも明るく、活気にあふれている弓悠会。 

弓道に真摯に向き合い毎日練習されている姿や、 

部をより良くしていこうとしていくその姿は頼もしく、私たちの憧れでした。 

 

皆さんのエネルギッシュなパワーで 

新天地でもご活躍されることをお祈りします。 

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。 
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コメント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 趣味 
② 4年間で頑張ったこと 
③ 思い出に残っているエピソード 

主将 津⽥純平 

⼥子主将 森⽥華帆 

男子副将 伊東一至 

男子副将 宮下哲也 

① ダーツ、一⼈カラオケ 
② 4年間通しては⼸道しかないです。着付けなどの⾝だ
しなみは整えるようにしていました。 

③2回⽣のリーグ戦です。I部昇格したときのこと、東⻄
競射で仲の良い先輩と戦ったこと。 

 

①散歩 
②先発に⼊るために練習してきたこと、役職を全う
すること 
③最後のインカレで準優勝したことと、終わった後
に⾊んな⼈から、ありがとうやお疲れ様と声をかけ
てもらったこと。 

 

① 料理 
②どんなに忙しくても部屋を綺麗に維持したり, 
⾷事を作るなど、QOLを上げ続たこと。 
③３年の夏合宿の打ち上げの最⾼の雰囲気の中、全
員の輪の中で津⽥と全⼒のエールを舞えたこと。 

① 読書、映画鑑賞 
② 筋トレ、⽮数 
③ 王座 
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女子主務 ⼤前美穂 

① 写真を撮ること、テレビを⾒ること、⽂房具屋巡り 
② ⼸道です。これ以外になにを挙げていいのか分からないくら
い、⽇々「上⼿くなりたい」と頑張りました。 

③ 20射皆中した時です。⽬の前の世界が輝いた感覚と周囲の
熱の⼊った「よし！」の声は忘れられません。 

新⼈監督リーダー 前原俊介 

男子主務 林一輝 

女子副将 小栁華穂 

①⾳楽を聴きながら散歩 
②どんなに的中が悪くても体配をきちんと⾏うこと 
③1回⽣の時に⼤阪経済⼤学戦の裏試合のメンバーに
選ばれたこと。その頃の⼥⼦チームはレベルが⾼かっ
たので、その中でメンバーに選ばれたことは本当に嬉
しかったです。初めて関⼤⼸袋を巻いた時の嬉しさは
今でも覚えています 

① ラジオを聴く 
② 規則正しい⽣活 
③ 試合終わりのラーメンでその⽇を振り返る 
 

①⾔葉の語源や意味を調べること。みなさんはソフトクリームが
どういうものを表すか知っていますか？ 
②⽂武両道。限られた時間で効率的に練習できるよう⼯夫してい
ました。 
③府選で準優勝した⽇。あんなに⼸道が楽しかった⽇はないで
す。 
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新⼈監督副リーダー 澤⽥達⽮ 

新⼈監督副リーダー 松繁弘樹 

 

① 服を買って着ること・料理・洋楽を聴くこと 
② ⼸道 
③ 初めて出場した選⼿権の団体戦で 5⼈⽴ち 20射 3中だったこと 
 

① ゲーム、城巡り 
② 部活 
③ 三回⽣でようやく監督、コーチに認められたこと 

新⼈監督 ⻘⽊聖隆 

 

新⼈監督 金城俊就 

 

① ゲームと Netflix 
② 誰よりも練習する。 
③ 留学から帰ってきた時に、お世話になってた上回⽣の
⽅が空港で待っていてくれたこと。 

① 趣味はサイクリングやウィンタースポーツ、瓶ビールのラベル集
め、最近はウンベラータを育てています。  
② ⼸道を諦めずにやってこれた事です。周りが⽀えてくださったこ
とでここまでやってこれました。  
③ エピソードに⾄るストーリーも⾃分にとって⼤事だと思っている
ので四年間全部と答えたいです。 
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新⼈監督 中井雄基 

 

新⼈監督 畑中光次郎 

 

新⼈監督 望⽥凌史 

 

新⼈監督 天野和佳 

 

① 読書 
② ⼸道 
③ 名古屋インカレの時何故か一⼈で味噌煮込みうどんを⾷べたこと 

① 増⽥哲也の⼩ネタ採点 
② ⼸道と体調管理と単位取得と学連 
③ ⼆⼗歳の誕⽣⽇に実施した百射会の⽮渡し皆中 

① ゲーム 
② ⼸道関連以外は強いて⾔うなら単位を一つも落とさなかった事 
③ ⼆回⽣終わりの⾦的競射で的中した事。道場に来てすぐにトッ
プバッターと知って、練習せずそのまま本番で引いたら中った
ので⾃分でも驚いた。 

① ペットの世話が趣味で、今までにも⾊んな動物を飼育してました。今は
猫と植物の世話をしてます。 
② 勿論頑張った事は⼸道です。その次に私の夢である教職との両⽴をし、
無事免許の取得ができました。 
③ 2018年の選⼿権⼤会団体戦の応援で、メンバー全員が皆中を出し、会
場がパッと湧き⽴った瞬間が格好良く印象に残ってます。 

新⼈監督 ⼩柳奈菜子 

 
① FF7。 
② アルバイト。 
③ 理系棟から漂ってくる硫黄の匂いがすごかったこと。 
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⼆回⽣監督リーダー 岩根共希 

 

⼆回⽣監督副リーダー 増⽥哲也 

 

⼆回⽣監督 原⽥皓輔 

 

濵碩亜 

① お笑いとバナナマンが好きです。 
② とにかく媚びへつらいました 
③ 途中で退部した⽊⼝くんが春合宿で⽸詰と間違えて猫⽸を⾷って
いたことですね。 

① ⿇雀 
② 弱気にならないこと 
③ 男の修⾏ 

① 松屋に通うこと 
② 四私選⼿権団体出場 
試合に出場するために、試合のためにと考えて練習した。 
③新⼈戦のメンバー練習でコーチに「正射ではない」と指摘されたこ
と。今まで⾒て⾒ぬ振りをしてきた癖としっかり正⾯から向き合うき
っかけになったと共に、改めて的中の安定性の⼤切さを思い知った。 

① 音楽鑑賞、読書 
② ⽂武両道、⾃⼰の修練 
③ 一回⽣の時に、グリーンアリーナで腰を痛めて動けなくなったこと 



 

 

 
11 ⽉ 3 ⽇に第⼀回悠久杯(部内戦)が開催され、団体戦と個⼈戦が⾏われた。 

今年度は特に試合数が少なかったため、数少ない試合を⼤切に取り組んだ。 
団体戦では部内戦メンバー練習を取り⼊れ、結果を出せるように⼯夫した。 

団体戦は⽯井(四)、野⼝(四)、坪⽥(三)、上野(三)、清⽔(三)、個⼈戦は⽯井(四)が優勝し
た。また、⼀回⽣初⼼者内では（現⼆回⽣）柴⼭(⼆)が優勝し、⼤江(⼆)が初四射皆中を

⼆回し敢闘賞を獲得した。 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

柴⼭ 周（⼆） 
 

団体優勝を⽬標に練習してきたので、とても嬉しかったで
す！⼀体感があり、雰囲気の良い最⾼のチームでした。 

⼸道⼈⽣で初めて多くの⽅に⾒られながら⼸を引く経
験だったのでとても緊張しました。そのような中でも

射詰で勝ち残れたことはとても嬉しかったです。 

結構緊張していたのですが、調⼦が爆上がりしてい
たのもあって負ける気はしなかったです。勝つこと

ができてほんとよかったです！ 

坪⽥ ⻯司（三） 

⽯井 樹（四） 

第⼀回悠久杯 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

〜悠久杯を開催した経緯〜 
 
部内戦は、過去、何度も⾏われて来たが、コロナ禍で練習時間に制限がある中、⾏うべき
かどうか。練習効率を考えた時、不要なのではという意⾒もあった。しかし、このような
時期だからこそ部員全員のモチベーションを考え⾏うべきだということに。そして、幹部
は悠久杯という、『どのような困難があろうともそれを乗り越えて関⼤⼸道部の悠久の歴
史を作っていこう』という思いが込められた名称をつけた。もちろん後輩達へのメッセー
ジも込められている。コロナ禍により悔しい思いをした令和３年卒部⽣の思いをどう受け
継ぎどう伝えていくのか。 

 
 
 

現部員の意思 
チーム練習中先輩⽅が本気の顔で声かけされているのを⾒て、この試合で部員たちは変わ

ると強い期待を持ちましたし、それは現実になりました。私は⼥⼦副将を務められていた⼩
栁華穂さんと同じチームだったのですが、的中が出せるようにと⼀⼈⼀⼈に向き合って指
導されていた姿が印象に残っています。悠久杯が形を変えても、部を強く、繋がりを太くす
る⽂化になっていくことを期待するとともに、先が⾒えない状況下で部員のことを思った
⾏事を作ってくださった先輩⽅に感謝しています。 
⼥⼦主将 森 千都歩（四） 

 

⼤江 達也（⼆） 

夢のような感覚でとても嬉しかったです。練習してきた
成果を発揮でき、⾃分に⾃信を持てた時は感無量でし

た。それと同時にこれで満⾜せずさらに上を⽬指そうと
思いました。 
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次シーズンに向けての家での過ごし方 part１ 
新型コロナウィルスの影響で、対面での練習ができない日々が続いています。そんな中、弓

道部員たちの次シーズンに向けての家での過ごし方についてご紹介いたします。 

 

3回生 上谷建斗 

私がシーズンに向けて家で頑張っ

ていることは徒手とゴム弓、素引

きです。前の自粛明けではブラン

クが影響して不自由な練習生活を

送ってしまい、悔しい思いをしま

した。二度とあのような思いはし

ないためにも家での練習は毎日怠ることなく、欠かさず行っています。この自粛期間中に

自分の理想的な会の形を見つけ、その再現性を高めることを意識して引いています。巻藁

などはないため、実際に矢を番えて確認はできませんが、自粛明けに見つめ直した自分の

射が力を発揮できるように日々練習しています。 

 

3回生 上野康生 

私がシーズンに向け特に力を入れ行

っていることは、徒手です。この自粛

期間では的前に立って弓を引くこと

ができません。しかし、的前に立たな

いということは、的中にとらわれる

ことなく、無心で自身のイメージと

体の動きのズレを把握し修正するという事で射技の向上を図れるとい

う事でもあります。そこで私は徒手で正しい体の動かし方を身に染み込ませ、ゴム弓で少量

の負荷がかかった状態でもその動きができているか、できていなければその原因を考え再

び徒手から、できていれば素引きを行い、実際に弓を引いたときに体がどう動くか確認する

という順に繰り返し、シーズンが始まるころには、関大弓道部の勝利に貢献する選手になる

よう日々思考しながら練習しています。 

 

2回生 伊藤汐里 

私がシーズンに向けて自粛期間に頑張っていることは巻藁練習で

す。巻藁練習と言っても巻藁ではなく巻藁ネットなのですが…。1週

間に 500本というノルマを達成するために 1日 80本を目安に毎日引

いています。素引きやゴム弓では分からなかったことが確認できる
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ようになり更に練習への意欲が増しています。自粛明けに射が小さくならないように筋力

の維持・強化と正しい大三と会の位置を会得し兼ねてからの願いである四ツ矢皆中を果た

したいと思います！ 

 

2回生 大江達也 

僕がこの自粛期間にシーズンに向けて頑張

っていることは、筋トレや食事で体づくり

をする事です。シーズンが始まったとき筋

力が衰えていて弓力を下げることにならな

いように、筋トレは自宅で自重トレーニングや公園の器具を使って工夫しながら鍛えてい

ます。主に上腕三頭筋と背筋を鍛えることをメインに筋トレしています。また、前のシー

ズンでは食生活が乱れてしまい体調管理が疎かになったことが課題なので、食事は 3食し

っかり食べて食生活を整えていることと、鶏肉などのタンパク質をメインとした食事をす

るように心がけています。怪我や病気にならないような体を今から作っていき、長いシー

ズンを万全の状態で迎えられるよう今できることを精一杯頑張っています。 

 

2回生 小原沙輝 

私が現在家で頑張っていることは、前シーズンで残してしまった課題の

撲滅です！自粛期間は的中にとらわれることなく自分の射を見つめ直す

ための良い機会だとポジティブにとらえ、会で伸びる感覚、肩の位置を

確認しながら毎日ゴム弓を引いています。その結果ゴム弓が切れ

てしまい最近二代目になりました！次のも切ってやるというくら

いの勢いで練習に取り組もうと思います。ゴム弦も新調して、離

れもできるようになったので練習再開したときに自粛前よりも上

達しているよう頑張ります！ 

 

2回生 濵 志昂 

次のシーズンに向けて私は体づくりを行っています。日本

一鋭くキレのある離れを出すことを最終目標に、週 3で主

に比較的軽い重量でスピードと回数を重視する筋力トレー

ニングを行っています。PGのように自宅には十分な環境が

整っていないため、自宅にあるものを使いトレーニングを

しています。最近はお米を持って腕を鍛えたり、2歳上の

兄を担ぎスクワットなどしています。日本中いや世界中で思考がマイナスとなっている今

だからこそ、人と差をつける時期だと思います。私はまだ華奢なのでこの期間に一回り成

長します。ピンチはチャンス！！ 
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次シーズンに向けての家での過ごし方 part２ 
弓道部員の中には個性のあるお家時間を過ごしている人たちがいます。Part2では、個性あふれ

た弓道部員たちの自粛期間の過ごし方についてご紹介いたします。 

 

 
2回生 伊藤汐里 

 

私はこの自粛期間、魔王を倒し(ゼル

ダの伝説)、狩りに赴き(モンスター

ハンター)、離島を整備(あつまれど

うぶつの森)していました。モンハンについては谷口さん

が書かれると聞いたので私はあつ森について書こうと思

います！ 

私は最近あつ森でコスプレすることにはまっています！

髪型、服、景色でさえいじれるので結構なんでも出来ます。これは呪術廻戦(JUMPの人気漫画で

す)のコスプレをした時の写真です！(詳しくは呪術廻戦をご覧ください) 

あつ森はアップデートが頻繁にあるゲームなので今後弓を引くこともできるかもしれません！

その時はゲーム内でも練習して沢山上達することでしょう！先輩方、乞うご期待！！ 

以上関大弓道部上位に入る程のゲーム廃人よりお送り致しました。 

 
 
 
2回生 濵 志昂 

 

私は 2020 年末あたりの自粛から実はバイオリンを始めま

した。本当は卒部まで秘密にしておくつもりでしたが、あ

る部員 2 人に何気に言ったところ 2～3 日で広まってしま

いました。さすがにびびりました。始めたきっかけは、YouTubeのおすすめ動画に葉加瀬太郎さ

んの“エトピリカ”という曲が出てきてかっこいいと思ったからです。その日からめっちゃや

りたい！と思っていたら 1 週間後には楽器屋さんに行き購入していました。皆さんもお分かり

だと思いますが、楽器というものは高価なもので、バイトの給料数か月分が一瞬にして飛んでい

きました。皆さんも新たなことに挑戦してみてください。何かいい出会いがあるかもしれません。 

ちなみに私のコンサートチケットの料金は 100万円+税です。封筒に名前を書いて持ってきてく

ださい。 
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3回生 宮本紗衣 
 

いっけなーい自粛自粛！私、三回生の

宮本紗衣！どこにでもいる普通の弓

道部員！ちょっと的中が伸びてきた

らコロナで活動自粛！？私一体どう

なっちゃうの〜！？ 

ということで私の自粛生活をちらっとご紹介させていただきます。 

パン、ラーメン、パスタにケーキ…小麦を愛してやまない私はひたすら小麦粉や他の材料をボウ

ルに潜影蛇手して螺旋丸してオーブンに潜影蛇手する生活を送っていました。(訳 お菓子作り

してました) 

春の自粛期間でぶくぶく太った私はもう自粛太りはしまいと心に決めたので冬の自粛期間はお

菓子は作らずひたすらアニメ夏目友人帳を見ておりました。(運動せんかい) 

6シーズン、OVA合わせて全 81話！どハマりした私はコミックスを大人買い！既刊 26巻を普通

の書店で購入すれば約 13,000円、しかし私は約 11,500円で購入しました。1,500円差の裏には

生協の影が… 現役生の皆さん、一割引で買えちゃうので書籍を購入する時は生協をフル活用し

ましょう。 

とまあ生協の CMをしたところで、字数もかなりオーバーしているのでこのへんで終えることに

します。 

最後まで読んでいただきありがとうございました！ 

 

3回生 上野康生 

 

皆さま初めまして！３回生の上野と

申します。突然ではありますが私の最

高の一日の過ごし方を紹介させてい

ただきます。 

私の過ごし方には欠かせないものが

２つあります。まず VTuberです。みなさんご存じだとは思いますがも

しご存じない方は調べていただけたらと思います。 

もう１つは言わずもがな、ギターでございます。それもアコースティック！ 

この２つが組み合わさることで至高の一日は完成いたします。 

イヤホンを耳にさし彼ら・彼女らの歌配信を聞きながら、ギダーを弾く。これに勝るストレス発

散はない！とおもっております。さらにイヤホンを指すことで上手いのでは！？という錯覚も

得られるというおまけ付きでございます！ 

皆様もぜひお試しあれ！！ 
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3回生 原杏奈 

 

こんにちは。三回生の原杏奈です。 

私は自粛期間中、自分の成人式用のつまみ

細工の髪飾りを作っていました。自分で布

の種類や色を決め、作る花の形を決め、配

置まで考えるというのは時間がかかります

が、とても楽しくあっという間に時間が過ぎていきました。そのおかげ

でお菓子を食べる量を減らすことができました！(私は暇さえあればど

んどん食べてしまう人なので) 

結局、地元の成人式は感染症の影響で中止になってしまい、作っていたつまみ細工も日の目を見

ないことになってしまいました。新型コロナウイルス許すまじ！！！という気持ちでいっぱい

です。しかし仕方がありません。皆様もご自愛ください。 

ここまで読んでいただきありがとうございました。 

 

 
 
 
4回生 谷口諒甫 

 

僕が次のシーズンに向けてし

ていることは、筋力の維持と

弓の感覚を忘れないようにす

ることです。長期の自粛は筋

力がかなり低下してしまうの

で、明けたときに以前と同じ

弓力で引けるように取り組んでいます。僕は家で素引きが出

来るので、雨の日も風の日も関係ありません。自粛が明けて弓を引くことになっても全く震えな

いように励みます。もう一つ、僕がしていることは、ニンテンドーSwitch のモンスターハンタ

ーライズというゲームです。文字通りモンスターを倒すゲームなのですが、いろいろな種類の武

器があります。僕は弓を使うことで、道場で引けない分を補っています。これで弓の感覚も忘れ

ないように頑張ります。今年は 4回生で最後の年、悔いのないように精進します！ 
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〈弓道部 筋トレコーナー〉 
 弓を引くには何が必要か。そう“筋肉”である。特に今年はコロナ禍で道場練習が出来ない分、

筋トレに力をいれた。この企画では、筋トレ班の二名にインタビューを行いました。 

 

坪井篤（四回生） 

 

森千都歩（四回生）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※このページで使用されている写真は 2020年以前に撮影されたものです。） 

 

Ｑ．筋トレメニューの作成、筋トレを行う上で大変だと思った

ことは？ 

Ａ．筋トレのメニュー自体は S&C のトレーナーの方に考えて

いただいていたのですが、zoom では部員のメニューを取り

組んでいる様子が詳しく分からず、考えてもらう上で出す要

望を具体化するのに苦労しました。 

 

Ｑ．筋トレメニューの作成、筋トレを行う上で大変だと思った

ことは？ 

A．私はもともと体作りの知識があったわけではないので、

勉強をするところから始まりました。今も勉強中です。また、

スポーツ経験者、未経験者などで個々の課題が違うので、

何か取り組みをするにも課題が多く、今も S&C のスタッフさ

んと話し合いを重ねさせてもらっています。 

 

Ｑ．弓道部における筋トレの意義とは？ 

Ａ．本来であれば、弓道に必要な筋力をつけるのに十分な矢数をかけることができればいいの

ですが、関大は部員の規模が 100 人と多いため、十分な練習量を確保することが出来ません。

実際に筋力不足が原因で早気のような射癖が生じている人もいます。また、一定以上の弓力の

弓を引くことが的中率の向上には求められます。 

以上のことから弓道部における筋トレの意義は練習だけでは十分に得られない筋力を筋トレによ

って補い、各自の射技向上・的中率の向上を図ることです。 
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〈筋トレメニュー紹介〉 

   
         ↓ 

                   

Ｑ．令和二年度の筋トレメニューを作成するに当たって意識したことは？ 

Ａ．令和二年度はコロナにより、年度始めから道場で練習できない期間が多くあった

ため、その間に部員が弓の筋力が落ちないようにすること、新入生が実際に弓を引く

上で土台となる基礎筋力が養えるようにすることを意識しました。 

 

Ｑ．今後の筋トレについて。 

Ａ．今後もコロナの影響をどこまで受けるか分からないので、ゴムチューブやハンドグ

リップを使用し自宅でもトレーニングを行えるようにしていきます。また、筋肉量や弓

力、的中などのデータ分析を行い、効率良く体作りができるように試行錯誤をしてい

るところです。このデータが完成するのは何年も先になりますが、私たちが卒業した後

さらに関大が強くなってくれるよう頑張ります！ 

チューブ菱形筋 

左右各 12回 3セット 

背⾻と肩甲⾻の間にある菱形

筋を鍛えるトレーニング 
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※提供：弓道部筋トレ班、原（三） 

 
                           

 

 
         ↓ 

 

チューブローイング 

20回 4セット 

背中の筋⾁を広く鍛える

トレーニング 

チューブアップライトロウ 

20回 3セット 

肩周りにある僧帽筋と三角

筋を鍛えるトレーニング 

↓ 
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               ↓ 

 

    
                         ↓ 

 

チューブシーテッドロウ 

20回 3セット 

⻑座の体勢でチューブを

引き、背中の筋⾁を鍛え

るトレーニング 

チューブバイセップスカール 

20回 3セット 

上腕の内側にある上腕⼆頭筋

を鍛えるトレーニング 



 

63 
 

 
              ↓ 

 

 
                          ↓ 

 

チューブキックバック 

20回 3セット 

前傾姿勢からチューブを

後ろに引いて腕の後ろ側

にある上腕三頭筋を鍛え

るトレーニング 

チューブサイドベント 

左右各 20回 3セット 

お腹の腹斜筋を鍛える

トレーニング 



☆部員たちの“最高週間射数” “二十射皆中の回数” “最高連中数” “PG”を調査し、 

ランキングにまとめました。 
※データは令和二年度の集計です。 

※最高週間射数は自粛期間中のものと通常練習期間中ものがあります。 

※二十射皆中の数は大学入学後としました。 

 

 

 

 

最高週間射数（自粛期間中） 

 

第一位 谷口諒甫(四)    1080本 

 

第二位 青木聖隆(R2卒) 1029本 

 

第三位 柴田妃菜(三)   1020本 
 

最高週間射数（通常期間） 

 
第一位 坂田康樹(三)   877本 

 

第二位 藤澤勇亮(三)   872本 

 

第三位 岩根共希(R2卒) 

    宮下哲也(R2卒) 869本 

 

 

 

 

最高連中数 

 
第一位 吉田智哉(四)  120連中 

第二位 澤田達矢(R2卒) 100連中 

第三位 井上裕文(四)   86連中 

 
60連中以上 6人 50～59連中 2人 

40～49連中 3人 30～39連中 13人 

20～29連中 14人 

 

 

PG（背筋） 男子 
 

第一位 菅野竣介(三)  170キロ 

第二位 岩上朋弘(三) 

石井樹(四)    160キロ 

第三位 松繁弘樹(R2卒) 158キロ 
 

120キロ以上 22人 101～120キロ 17人 

0～100キロ 9人 

 

 

二十射皆中の数 

 
第一位 澤田達矢(R2卒) 40回 

 

第二位 伊東一至(R2卒) 30回 

 

第三位 足立拓馬(三) 

中井雄基(R2卒) 20回以上 

 
 
 
 
 
 

PG(背筋) 女子 
 

第一位 髙平愛花(四)124キロ 

第二位 宮本紗衣(三)114キロ 

第三位 原 杏奈(三) 108キロ 

 
 

100キロ以上 4人  81～100キロ 8人

61～80キロ 11人 0～60キロ  9人 

 

 

 

 

 

令和 2年度はコロナの影響で前期完全自

粛、後期も練習時間の制限などがあり去

年には及びませんが全部員できる範囲全

力で弓道に取り組みました。 
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第一回料理コンテスト結果発表 

�▋▌▍▎優勝�▋▌▍▎ 

2位   鈴木江梨香（四）「なんちゃってローストポーク」…5票 

 

3位   髙平愛花（四）「ドライカレー」…4票 

 

4位   柴田妃菜（三）「親子丼」…3票 

 

5位   畑中光次郎（令和二年度卒）「お好み焼き(豚玉)」…1票 

 

6位   宮本紗衣（三）「なつかしのパンケーキ！」…1票 

宮本コーチ「タコライス」…6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！ 
 



 

第２回料理コンテスト 

部員の中から料理に⾃信のある⼈を募りました！ 
OB・OG 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 74 ページへ→ 

エントリーNO.1 塩⾒潤⼈（4 回⽣） 

くそでか春巻き 
（料理コメント） 

～それは“春巻き“と呼ぶにはあまりにも⼤き過ぎ
た。それはまさに“⾁塊“であった。～ 

 

〈材料〉 

★豚肉 250g  

★ニラ 2 本  

★春巻きの皮 4 枚 

★玉ねぎ 1/2  

★みりん・しょうゆ 少々 

具が重過ぎて皮が破

けそうになりましたが、

春巻き感が伝わる様

に調整しながら焼きま

した！ 

1．豚肉と微塵切りにしたニラ・玉葱を

混ぜ、しょうゆ・みりんを加えて混ぜる。 

〈作り方〉 

２．春巻きの皮で巻き、焼く。 

完成 

春巻きを二つに割った瞬

間肉汁がじゅわーとあふれ

出すのを想像するとよだれ

が止まりません    
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エントリーNO.2 ⼩原沙輝（2回⽣） 

ニコモコ丼       
（料理へのコメント） 
まずは⾒た⽬から！ということで可愛く、彩り良く
してみました！ロコモコ丼はよく作るので味も⾃信
ありです。 

こだわりは、なんとも言え

ないつぶらな瞳と、少し

垂れている眉です。 

〈作り方〉 

１．初めにトッピング用の目

玉焼きと、野菜をカットして

おく。 
2．ハンバーグをこねる！焼く！ 

3．ハンバーグの肉汁が残ったフラ

イパンにトマト缶を入れて味を整え

る。 

4．お皿にごはんを入れて、レタス

をひき、ハンバーグ、目玉焼きを乗

せてソースをかける。 

5．トマトとキラキラパプリカ

を飾って、顔もつけちゃう。 

完成 

〈材料〉 
★ハンバーグ(ミンチ、玉ねぎ、卵、牛肉、パン粉) 

★トマト缶 

★白米 

★トッピング(レタス、トマト、パプリカ、卵) 

 

可愛いと美味しそうを両

立していてすごい！彩り

もよくて映えそうな一品

です          
 



 

エントリーNO.3 ⾜⽴拓⾺（3 回⽣） 

海鮮パエリア〜愛を添えて〜 
（料理へのコメント） 
こだわりといたしましては、材料です。特に海鮮にはこだわりましたね。スーパーの海
鮮コーナーで、光り輝いていた海⽼ちゃん、あさりちゃん、いかちゃんを今回選ばせて
いただきました。料理をする際のこだわりもあって、それは⾷材に感謝し愛を込めるこ
とです。それで格段と旨味成分が UP し、コク、まろやかさに差がつき段違いに変わり
ます。 

〈材料〉 

米（洗わない）1 合       

玉ねぎ 1/2 個       

にんにく 2 片 

鶏肉（もも）150g 

パプリカ（赤）1/2 個 

パプリカ（黄）1/2 個 

トマト缶 1 缶 

あさり 15 個 

海老 2 尾 

いか 100g 

パセリ（粗みじん切り）適量 

塩胡椒適量 

実はパエリアを作るのは初めてでし

た。一度何かの機会で作りたくて、ち

ょうど料理コンテストがあるとのこと

だったので今回パエリアを作らせて

いただきました。パエリアって難しそ

うと思われるかもしれないですが、準

備等が少し面倒なだけであとはとて

も簡単に作れちゃいます。ぜひ作って

みてください！ 

１．あさりは塩水に入れ、砂抜きを

しておきます。また、にんにくと玉

ねぎはみじん切り、パプリカは短冊

切り鶏肉は食べやすい大きさ、に

切り、塩胡椒で下味をつけておき

ます。スープの材料は混ぜて 20

分ほど置いておきます 

2．フライパンにオリ

ーブオイルを入れ、に

んにくを炒めます。香

りが出てきたら玉ね

ぎを入れ、さらに炒

めます。鶏肉とパプリ

カを入れ、さらに炒め

ます。火が通ったら、

鶏肉とパプリカは一

旦取り出しておきま

す。 

3．お米を研がずにいれ、透き通るまで

炒めます。目安としては弱火で 4〜5

分です。 

【スープ】 

水 350cc 

白ワイン 50cc 

チキンコンソメ 1 個 

サフラン 

4．スープの材料とトマト缶を入れ、

全体に馴染ませませたあと、あさ

り、鶏肉、海老を入れ、強火で 2

分程度（沸騰するまで）熱する。 

5．沸騰したら蓋をして弱火で

14〜16 分程度加熱したあと

蓋を開け、パプリカを盛りつけ

たら、15 分程度蒸らします。蒸

らし終わったら、強火で 1 分半

ほど加熱しおこげを作ります。 

完成 

〈作り方〉 

 

料理コンテスト 2 回連続
出場の彼ですが、下宿で

パエリア作るのすごすぎ

ませんか？前回のリベン

ジとなるか！？ 
 



  

エントリーNO.4 酒井美咲（3 回⽣） 

ガトー・インビジブル 
（料理へのコメント） 
作っている時に弟から酒臭いと⾔われましたが、美味しくできまし
た。作ったのが去年のバレンタイン以来ですが⼿際よく作れたので良
かったです。 

〈材料〉 
★薄力粉 80g  

★砂糖 50g  

★卵 2 個  

★牛乳 80ml  

★油 50g  

★クリームチーズ適量  

★粉チーズ適量  

★果実酒に漬けてたりんご 1 個分 

果実酒を作る時に余ってしまう
実の⽅をお菓⼦に使いました。
パウンドケーキにしようと思い
ましたがガトー・インビジブル
が⾷べたくなったのでガトー・
インビジブルにしました。 

〈作り方〉 

１．りんごをスライスする 

2．薄力粉と砂糖を混ぜた

後、卵を加えて混ぜる。最後

に牛乳と油を入れてサラサラ

になるまで混ぜる。 3．2 に 1 を入れて混ぜる。一緒に

果実酒もちょっと入れるといい感じ 

4．クッキングシートを敷いたパウンド

ケーキ型にりんご→クリームチーズの

順で重ねていく。 

5．4に粉チーズをかけて180℃で余熱し

たオーブンで 45 分ぐらい焼く。 

焼けたら網の上で冷ます。 

完成 

唯一スイーツでの

参加。果実酒を使っ

て い て 大 人っ ぽ

い！ 
 



 
 
  

〈作り方〉 

エントリーNO.5 伊藤 未麗（4 回⽣） 

サーモンのガーリック醤油漬け丼 
（料理へのコメント） 
普段料理はそこまでしないですが、本当にこれ、美味しいです。おすすめです。 

サーモンが好き

な人は絶対に好

きだと思います。

好きなもの、全

部載せ丼みたい

になりました笑 

〈材料〉 
②サーモン 150g 

ごはん 150g 

ベビーチーズ 2 個 

卵黄 1 個 

きざみのり適量 

白胡麻適量 

大葉 1 枚 

醤油大さじ 1 

料理酒小さじ 1 

みりん小さじ 1 

ニンニクチューブ適量 

１．サーモンを薄く切って、醤油、

みりん、料理酒、ニンニクを混ぜ

て、そこにサーモンを着けて 20 分

冷蔵庫で冷やす 
2．白ごはんの上に載せる！その

時に大葉とチーズと卵黄、刻みの

り、白胡麻をいい感じに載せる！ 

完成 

サーモンが好きな

ので個人的にめち

ゃめちゃ食べたい

です…！絶対作り

ます！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

〈材料〉 
ご飯 お茶碗一杯分 

 卵 3 個 

 カニカマ お好み 

 サラダ油 適量 

 片栗粉 大さじ 1 

 ゴマ油 少々 

 刻みネギ お好み 

 水 200cc 

 酒 大さじ 1 

 オイスターソース 大さじ 1 

 醤油 小さじ 1 

 シャンタン 小さじ 1 

エントリーNO.6 ⼤江達也（2 回⽣） 

ネギ増し天津飯 
（料理へのコメント） 
究極のふわとろ卵を作るためにめちゃくちゃ練習しました！ 

僕は卵料理が大

好きで中でも天津

飯は大好物！ネギ

も大好きなのでノ

リで山盛りに乗っ

けてみました！こ

んな贅沢ができる

のは一人暮らしの

醍醐味ですね笑 

意外と簡単に作れ

るので皆さんもぜ

ひチャレンジしてみ

てください！ 
〈作り方〉 

１．まず卵を溶き、カニカマをほぐ

す。フライパンに多めのサラダ油を

引いて一気に溶き卵を流し入れふ

わとろになるまでかき混ぜる。 

2．カニカマをのせたら、お皿にご

飯を盛り付けその上から卵を乗せ

る。 

3．フライパンに水、酒、オイスター

ソース、醤油、シャンタンを入れ沸

騰させる。 

4．火を止め、水で溶かした片栗

粉を入れて混ぜる。再び火を点け

沸々1分程度混ぜて火を止める直

前にゴマ油を入れる。 

5．できたあんをご飯にかけてネギ

をたくさん盛り付ける。 

完成 

シャンタンをいれるこだ

わり…！編集者はこれを

見るまでシャンタンの存

在を知りませんでした！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エントリーNO.7 伊藤汐⾥（2 回⽣） 

スフレオムライス 
（料理へのコメント） 
こだわりはケチャップライスにピーマンや⼈参が⼊っていないとこです！別に嫌い
とかじゃないんですが⼊れる具が多ければ⼿間は⽐例して多くなりますよね？ただ
それが⾯倒なのでどうしても⼊れたい且つ切るのが楽な⽟ねぎとウインナーのみに
しています。 

〈材料〉 

・ご飯 200ｇ 

・ウインナー 適ねぎ 4 分の 1 

・ケチャップ 大さじ 2 

・コンソメ 小さじ 1 塩 適量 

・胡椒 適量 

・サラダ油 適量 

・卵 2 個 

・バター 20ｇ 

・バジル(パセリでも可むしろそちらの方が良い)適量 

4 月頃の緊急事態宣言

で学校すらなくゲームば

かりしていた時に作った

料理です。我が家の夜

ご飯はいつもおばあちゃ

んが作っているのですが

買い物におばあちゃんを

行かせないために何日

かに 1 度私が夜ご飯を

作っていました。気に入

ってしまい今でもよく作

ります。 

１．ウインナーと玉ねぎを切る。 

2.フライパンに油をしき、1 を入

れて炒め、しんなりしてきたらケ

チャップとコンソメを入れて馴

染ませる。 

 

3．塩、胡椒で味を整えお皿に

盛る。 

4．ボウルに卵白と塩、胡椒を

加え角が立つまで泡立てたあ

と、 .卵黄を加え混ぜ合わせ、

熱したフライパンにバターをし

き、6 を流し入れ、アルミホイル

で蓋をして弱火で 4 分火にか

ける。 

5．3 に 4 を折りたたむように乗せバジルを

散らす。 

完成 

実家暮らしでも料理をし

ようとするその心を見習

いたいです…！ 

〈作り方〉 
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エントリーNO.8 中⻄啓（4回⽣） 

もやしのやつ 
（料理へのコメント） 
やれビーフシチューだのタコライスだの、私たちの料理はそんな⼩慣れたものでな
いといけないのか。否である。シンプルイズベスト,DOLCE & GABBANA ,etc... 

〈材料〉 
もやし一袋   煎りごま 

ごま油      味の素 

醤油       レッドペッパー 

豆板醤      にんにく（チューブ望） 

塩こしょう    他にもお好みで… 

 

やはり対話です。今時の若

人はこの工程の重要性をわ

かっていません。世界の名

だたる料理人が如何にして

食材を作品へ昇華させてい

るのか。その秘訣こそが素

材との相互理解、つまりコミ

ュニケーションなのです。こ

れが世界のスタンダード、コ

モンセンス。値段じゃないん

ですよ、料理は。 

 
〈作り方〉 

１．まずは面接です。どんな料理にな

りたいのか、なぜその料理なのか、

収穫前に一番力を入れたことは？な

ど、徹底的に掘り下げます。 

2．次は日常会話によって素

の部分を引き出します。都会

に萎縮し、ブランコをぎこち

なく漕ぐ彼らの姿と LA 時代

の自分を重ねてしまいます。 

3. 茹でます。具合はお好みで。

かたい奴がいれば柔い奴もい

る、人間もそれぐらいで丁度良い

のかもしれません。「ちょい暑いっ

すねﾍﾍｯ」そう笑う彼らはもう梅

田駅で迷うこともないでしょう。 

4. 並行して合うタレを拵えます。契約店に

自ら出向き、コーディネートした調味料を最

高の塩梅で配合していきます。詳しい分量

は明かせません。その手間を惜しむ人にこ

の料理は重過ぎます。 

5. ついにドレスアップ。ここまで

来れば言葉はいらず、ただ巣立

つ我が子へ慈愛の拍手を。 

5. オンステージ。湧き上がるフ

ロア、鳴り止まぬ歓声。 

あぁ..これが私の見たかった景

色か。 

一人だけ世界観が違う…。 

インパクト強すぎて記事を作ってい

る間ずっと笑ってしまいました。 
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 第二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。 

（コーチはご都合により不参加です      ） 

 

皆さんはどの料理が気になりましたか？ 

私はコメントにも書きましたが、個人的にサーモンのガーリック醤油漬け丼が

気になっています  サーモンが好きなので！    
 
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

料理が優勝でもおかしくないと思います！本当に！ 

 

どれも真似したくなる、見栄えする、美味しそうな料理ばかりでした！自分も

明日から真似して作ってみようと思います。 
 
さて、料理コンテストの投票方法ですが、下の QR コードにアクセス、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！ 
 

mailto:kandai.kyuryodayori@gmail.com


部内情報 
総⼈数 77 名（⼆回⽣ 28 名 三回⽣ 28 名 四回⽣ 21 名） 

学部 
社会     15 名 
システム理⼯ 13 名 
経済     8 名 
⽂      9 名 
法      13 名 
化学⽣命   5 名 
政策創造   2 名 

 
 
 

商    6 名 
社会安全 1 名 
環境都市 4 名 
総合情報 2 名 
⼈間健康 2 名 
外国語  0 名

 

経験者の出⾝校 ※⼀回⽣は SF（３名）のみ記載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

徳島 
岡本 晏実（一）徳島市立高 
⼤下 拓真（⼆）徳島市⽴⾼ 
岡崎 ⼩夏（三）徳島市⽴⾼ 
 

岡⼭ 
髙平 愛花（四）岡⼭南⾼ 
 

三重 
吉村 涼（⼀）三重⾼ 
 

愛媛 
鈴⽊ 江梨⾹（四）新⽥⾼ 
 

⼭⼝ 
吉⽥ 智哉（四）柳井⾼ 
 

⿃取 
⽥熊 健太（三）倉吉⻄⾼ 
 

⼤阪 
折⼾ 千紘（⼆）関⼤⼀⾼ 
伊藤 美麗（四）関⼤⼀⾼ 
三屋 莉歌（四）関⼤⼀⾼ 
 

兵庫 
髙本 真⽣（⼆）甲南⾼ 
藤澤 勇亮（三）飾磨⾼ 
⿓⾒ 璃胡（三）伊丹⾼ 
井上 裕⽂（四）甲南⾼ 
 

滋賀 
⼩原 沙輝（⼆）⻑浜北⾼ 
國⽶ 雄太（⼆）近江兄弟社⾼ 
濱⽥ 来夢（⼆）国際情報⾼ 
 

奈良 
植⽊ 鈴華（⼆）郡⼭⾼ 
⾜⽴ 拓⾺（三）平城⾼ 
髙橋 優介（三）橿原⾼ 

福井 
坪⽥ ⻯司（三）北陸⾼ 
 
 

京都 
佐々⽊ ⼤河（⼀）京都外⼤⻄⾼ 
菅野 竣介（三）莵道⾼ 
奧野 早紀（三）洛北⾼ 
森 千都歩（四）京都外⼤⻄⾼ 
 

��



 
 
約 4 割が体
育会系とは
意外な結果
ですね！ 

 
 
 
 
アルバイト
は約半々の
結果になり
ました！ 

オフシーズ
ンになると
⼀気にシフ
トに⼊る⼈
もいるようです。 

現役部員にアンケートを
とりました！ 

体育会系
36%

⼸道部
30%

無所属
14%

⽂化部
20%

⾼校時代の部活
��������
��
� ����
���� ����
���� ����
�	�� ����
�

�

していない
55%

している
45%

アルバイト
����������	����
��
�� ����
��

� ����
� �

��
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弓

会
の
意
味
紹
介 

① 弓◯会名前 ②意味 

現四回⽣ 
① 弓辿会（きゅうてんかい） 
② 「辿」には探し求めるという意味とゆっくり歩くという意味があり正しい射を

探し求めて正射必中を⽬指し、ゆっくりと歩くように落ち着いた⼼を持ち過ご
す。ゆっくり歩くよう落ち着いた⼼で急展開な出来事にも対処できる代にな
る。 

令和３年卒部 
① 弓悠会 （きゅうゆうかい） 
② 悠という漢字には、みそぎで⼼が清められ⼼がゆったり落ち着く様子という意味

があり、弓道は精神のスポーツであり適切であると考えた。そして、上達のため
には、周りを気にし過ぎず落ち着いた気持ちが必要であるから。 
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現⼆回⽣ 

① 弓⽃会（きゅうとかい） 
② ⽃という漢字は⼆と十という 2 つの数が合わさった漢字で、私達は 2020 という 20
が続いた年に⼊部したから。また、20 にかけて、⼤学弓道で 1 つの⽬標とされる 20 射
皆中をみんなが志ざす代になれるように、という願いをこめた。“⽃”自体は北⽃七星を
連想させる漢字であり、私達の代で⼤きな空に１つの造型を連携して作りあげていきた
い、男⼥共に⽇本一になるという意味も込めた。 

現三回生 

① 弓峻会（きゅうしゅんかい） 
② 峻という漢字は高くそびえる山を表し、そこから妥協を許さない厳しさという意

味もある。高くそびえる山の頂上を⽬指すように高い⽬標を持ち、その⽬標に向
かって一歩ずつ、妥協せずに努⼒を積み重ねていくという思いを込めた。 

 

※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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昭和 56 年卒部  秋元 雅仁さんより 
① 弓極会（きゅうきょくかい）  
② "弓道の極みを⽬指す”という意味で字を選

んだ。究めるという字を使うと"きゅうきゅ
うかい"となってしまうので“極”を使った。
当時 30 ⼈全員で決めた。 

昭和 57 年卒部  宮本 拓一さんより 
① 弓輝会（きゅうきかい） 
② 弓道部で輝かしい記録を作る、輝かしい⽣活

を送る、輝かしい 4 年間を過ごす。当時新監
やっていた久富(ひさとみ)さんが作った。王
座初制覇した学年。 

【次ページ】辻 正近さんより⽂⾯でのインタビューを頂きました。 

王座初制覇した学年です。 

平成 27 年卒部  戸⽥ 寛子さんより 
① 弓彩会 （きゅうさいかい） 
② "個性豊かなやつらが集まった。"意味

と漢字は全員で決めた。 

男⼥アベック１部昇格した学年です。 
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昭和 50 年卒 
 

① 翔弓会（しょうきゅうかい） 
② 一回⽣の夏前であったでしょうか、新⼈監督の先輩から「お前達の期の、会の名称を考えるよう

に」と指示を受け、皆が持ち寄った案を基に『 翔
しょう

弓 会
きゅうかい

』と名付けた⽇の事が思い出されます。 

【翔】には「天
あま

翔ける
か け る

」（高い所を⾶ぶ）や、「翔破
しょうは

」（⻑距離を⾶び、⽬的地まで到達する）等の意
味が含まれています。また、諸先輩⽅の多くが、「弓〇会」としていたので、敢えて「〇弓会」の形と
しました。 

その当時、“⻘雲の志を抱く紅顔の⻘年”であった私達の気持ちに相応しい名称であったと、半世紀
経った今でも感じています。 

あれから幾星霜、今や“紅顔”でこそなくなりましたが、「関⼤弓道部」で 4 年間のほぼ毎⽇を過ご
した仲間達との繋がりは、今は“弽替えのない”ものとなっています。 
 1０数年前の春、当時の私の勤務地に出張と称して突然やって来た斎藤会⻑と飲んだ時、どちらか
らともなく「同期で合宿やらへんか！」と意見が一致、早速皆に連絡したところ、「その誘い待って
たんや！」「いざ鎌倉や！」とばかりに弓⽮を担いで全員集合したのが、浜松市の弓道場。一泊⼆⽇
の合宿でしたが、⽇中は⽴ちを組んでの稽古、夜は“反省会”という名の飲み会。皆の⽣き⽣きとした
顔。「これから毎年やろうぜ！」となり、翌年からは一つ上先輩も誘って、岐⾩・愛知・兵庫・⼤阪・
⿃取・岡山・香川・高知・・・と各地の道場を渡り歩き、今では⼤切な年中行事となっています。全
員がリタイアした後は、年２～３回・⼆泊三⽇の“本気合宿”となり、眠っていた“弓道の⾍”が⽬覚め

て「審査」にチャレンジする者も続出し、今は⽂字通り『 翔
あまかける

弓 会
ゆみのかい

』となっています。 
残念乍ら、昨年今年はこの合宿が出来ない環境となりましたが、コロナ終息し、再び皆で弓引ける

⽇が来る事を⼼待ちにしています。 
これからも、百歳迄とは言わないものの、10 年、15 年は、皆で「稽古+反省会」が続けられること

を⽬指して、今⽇も各々がそれぞれの弓道場で稽古に励んでいることでしょう。 
 

辻 正近（S50 年卒部⽣） 
 

 

右：合宿最終⽇ 
     前列-「翔弓会」 
     中列-幹部の皆さん 
     後列-その他⼤勢の皆さん 

現在の逍遥唄のエールの踊りを作られた学年です。 
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右：2013 年 5 月 
翔弓会春合宿 

於:岐⾩⻑良川弓道場 
 
 

右：翔弓会合宿記録
(DVD） 
   主に“反省会”の様子を
記録 

   ＊制作-STUDIO TSUJI 

1973 年 3 月 春合宿 
 於:高知県室戸市弓道場 
 
左：「ダブル・エール完成披露」 

右が辻さん、左の鉢巻が齋藤さん 
 

左：翔弓会春合宿記録(DVD) 
  主に反省会の様子を記録 
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過去の回⽣名 
卒業年 名前 卒業年 名前 卒業年 名前 

S30  S54 弓誠会 H15 弓桜会 
S31  S55 弓⼼会 H16 弓尚会 
S32  S56 弓極会 H17 弓禮会 
S33  S57 弓輝会 H18 弓流会 
S34  S58 弓翠会 H19 弓煋会 
S35  S59 弓神会 H20 弓傑会 
S36  S60 弓翔会 H21 弓仁会 
S37  S61 弓恒会 H22 弓煌会 
S38 愛弓会 S62 弓峯会 H23 弓繫会 
S39 蛤会 S63 弓麗会 H24 弓旋会 
S40 剛弓会 H01 弓輝会 H25 弓銘会 
S41  H02 弓志会 H26 弓帝会 
S42  H03 弓承会 H27 弓彩会 
S43  H04 弓覇会 H28 弓彎会 
S44 真美会 H05 弓朋会 H29 弓遼会 
S45  H06 弓颯会 H30 弓怜会 
S46  H07 弓燿会 H31 弓燁会 
S47  H08 弓花会 H32 弓蓮会 
S58  H09 弓凰会 R1 弓悠会 
S49  H10 弓翔会   
S50 翔弓会 H11 弓覇会   
S51 弓志会 H12 弓誠会   
S52 弓友会 H13 弓真会   
S53 弓和会 H14 弓凛会   

H26.3 戸⽥ 寛子さん調べ。空⽩は不明。 
 

 

インタビューに答えて下さった皆様 

ご協⼒して頂き、ありがとうございました！！ 
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Kandai 

Kyudo 

Collection 
Vol.4 

宮本紗衣（三）▷ 

 

▽岡衛門（三） 

 
▽井田日向代（四） 

 

△吉川英佑（二） 
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△足川茉南（三） 

 △倉田梨真（二） 

 

◁髙本真生（二） 

 

△菅野竣介（三） 

 

△福冨ひかり（二） 
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かばんの   

  What’s In   
萩野 晃太（⽂学部 2回⽣） 

練習着 

携帯電話 

財布 

弽 

筆記具と本 

飲み物 

ネックウォーマー 

弽はなんの為に持って帰っているのでしょうか・・・？ 

下宿だからなのか持ち物はとてもシンプルです。 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

なかみは？ 

My Bag? 

原 杏奈（環境都市工学部 3回生） 

ペンケース 

授業で使う道具 

筆記具 
音楽プレーヤー 

充電器 

図書館で借りてきた本 

授業ノート・プリント・メモ帳

 

軍手 

ゴム弓 

軍手はなにに使うの？と聞いたところ、どうやら

授業に使うらしいです！ 

学科の特色なのか、使う道具が多くいつも模型や

道具を持ち歩いています。 
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谷口 諒甫（経済学部 4回生） 

人生何があるかわからないので、 

印鑑を持っていて 

損はないですね！ 

中 1から使っている筆箱と筆記具 

実際に使うのは 2、3本ぐらいです。 

長財布 

小銭入れにしていま

す。 

印鑑 

いつどこで運命の人と出会ってその場

で結婚することになるか分からないの

で。 

クリアファイル 

頻繁には整理しないので

パンパンになります。 

ニンテンドーSwitch 

もうこれがないと学校に

行けません。 

 



 

 

 

今村 彩乃（社会学部 3回生） 

片道 1時間半かけて登校する彼女！ 

モバイルバッテリーや本は必需品です👀 

パソコン 

パスケース 

ゴム弓 

モバイルバッテリー 本 

筆記用具類 
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初心者＋経験者インタビュー 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・初心者 

①弓道部に所属してみてどうですか？ 

②弓道部に入部して良かったことは何で

すか？ 

③入部前後で弓道部に対するイメージは

変わりましたか？ 

④今後の目標 

①慣れないことやしんどいことなど色々ありますが、それでも楽しいな

と思います。弓道部に所属したことで、メリハリのある生活を送ること

が出来ていると思います。 

②弓道部に入部して良かったことは、学部や年齢が違う様々な人に出会

えたことです。去年は前期が全てオンライン授業、私の学部は後期もオ

ンライン授業が多く、人と接することも少なかったので、弓道部に入っ

ていなければ、友達もできなかったと思います。他愛ない話や色々な相

談事ができる同期や先輩に出会えたことは良かったことだと思います。 

③変わりました。 

 入部前は初心者で馴染みのない競技なので、できるか心配していまし

たが、一回生を指導してくださる新人監督の方と面談をしたり目標を一

緒に考えたりするなど、指導がとても手厚く驚きました。また、全員が係

の仕事に班分けされているなど組織化されていることに驚きました。 

④日々しっかりと練習し、綺麗に弓を引けるようになることです。 

秦 陽菜乃（二） 

①もっと早くに始めていたら良かった！と何回も思うぐらい楽

しく充実しています。今まで先輩がいるという経験がなかった

ので、その点も非常に新鮮です。 

②同期や先輩に恵まれていて、関西大学に入学して良かったと

思えたこと。 

③運動部に入ったことがない上、弓道部についても本当に何も

知らずに入ったので、あまりイメージの変化とかは無いです。 

④大前を任される選手になる！ 

 

森本 修一（二） 
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一言紹介 

森本修一：いじられがちな明るいムードメーカー。 秦陽菜乃：日々成長を心掛ける努力家。 

髙本真生：昨年度、練習試合に出場。 植木鈴華：昨年の女子インカレ準優勝に貢献。 

 

・経験者 

①弓道部に入ったきっかけは何ですか？ 

②大学でも弓道部を選んだのはなぜですか？ 

③関大弓道部の印象を教えてください。 

④今後の目標 

①私が小学生の時、従姉妹が大学で弓道をしていて三十三間堂で

の通し矢を見に行った時に凄くかっこよくて、自分もここで弓を

引きたいと思い、中学校に弓道部があったので入部しました。 

②1つ目は三十三間堂の通し矢に憧れがあり、それに参加する為で

す。2つ目は高校ではインハイに出たりそこそこの結果を残すこと

が出来たのですが、全国 1 位になることは出来なくて、大学で達

成してやろうっという思いが強くなったからです。 

③入部前は人数が多くてワイワイしているイメージだったんです

けど、入部してみたらオンオフがしっかり分かれていて、ピリッ

とした中での練習や、休み時間の色々な会話など毎日楽しく過ご

せる場所だなって思うようになりました。 

④関大弓道部で全国優勝、個人では十傑に入ることです。 

①僕の出身校は中高一貫校だったので、６年間続けられそうな部活

で、今までやったことのない競技をしてみたいという思いから弓道

を選びました。 

②６年間続けたのに辞めてしまうのは勿体ないと思ったのと、たま

たま入学した関西大学が強豪校だったのでもう 4 年間高いレベル

で頑張ってみようと思い選びました。 

③入部当初、初心者を育成する環境が整っているなという印象を受

けました。また、回生関係なくフランクに話しやすい良い部活だと

思います。 

④昨年度はあまり目立った活躍ができなかったので、今年は活躍し

たいです。 髙本 真生（二） 

植木 鈴華（二） 

※秦、植木両名は記念撮影時の写真の為、マスク

を外しています。髙本は 2019年度以前の写真のた

めマスクをしていません。 



 

 
 
 
関西大学の弓道部には、大学から弓道部に入ったという部員が数多く所属しており、全部員の約６割に

あたります。その中には、小中高と長年やってきた部活をやめて弓道部を選んだ人、逆に転々としてきた

中で弓道部にいきついた人、全く部活に入らずに過ごしてきた人など、経歴もバラバラで文化系の部活

の人からバリバリの運動系の部活の人まで実に様々です。そこで、前年度に引き続き、高校までやってき

た部活をやめて、弓道部に入った人にインタビューを行い、その理由を聞いてみました！ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今までやっていた部活をやめて 

弓道部に入った理由 

質問内容 

①高校時代、何の部活に所属していましたか？ 

②なぜ、大学でその部活ではなく、弓道部に入部しましたか？ 

③その部活にはない弓道部の良さ、魅力はありますか？ 
 

①バレーボール部 

②中学では野球、高校ではバレーボールとそれぞれ違う競技をし

ていて大学でもなにか今までと違うことがしたかったからです。

また、左利きなので左右差のないスポーツがしてみたかったので

弓道を選びました。 

③体格差による有利不利がないから自分がどれだけ頑張れたかが

明確に数字になって自信になるところ。運じゃなく本当の実力勝

負が楽しめるのが弓道の良さ。 

①吹奏楽部です。 

②中学、高校ならではの「熱い」雰囲気が好きだったのですが、大

学では高校までの熱量で吹奏楽に打ち込めないと思ったので、辞

めて新しいことを始めようと思いました。そこで前々から憧れて

いた弓道部があることを知り、弓道部の熱量に惹かれて入部しま

した。 

③勝ち負けがはっきりしているところや、頑張った分の成果が目

に見えて出るところです！ 

柴山 周（二） 

富田 真央（二） 
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①バスケットボール部 

②部活動をやるつもりはなかったのですが、勧誘された弓道

部の雰囲気が良くて、部活動をもう一度頑張ってみようと思

い入部しました。 

③決まった本数の中で何本中るか、そして中るかどうかも自

分次第というところがわかりやすくて面白いです。 

 筋骨隆々な人に吹っ飛ばされたり、素早い人に翻弄された

り、周りを見つつ上手くアピールしないとプレーに絡めなか

ったり、それも楽しかったけれど、弓道は自分の技術面に集中

できるのが良いところだと思います。 

藤井 一眞（三） 

①卓球部です。 

②高校時代から弓道をやりたいとずっと思っていたので、入学

する大学の中に弓道部があると知ってから、入部しようと思い

ました。 

③卓球にはない弓道の魅力は、予測できない成長だと思います。

卓球は努力すればそれに伴い少しずつ成長していきますが、弓

道ではそれに加え予測できない極端な成長がみられると思いま

す。 

今村 彩乃（三） 

※藤井、今村両名の写真は 2019

年度以前のもののため、マスク

をしておりません。 



93 

 

 

 

               のこだわり紹介 
 

 

使っている矢は人それぞれ。羽、シャフト、筈、ハギ糸など、多くの部分は自分でカスタマイズが可能で

す。そこには持ち主独特のこだわりや個性があるのではないか、ということで 6 名の部員の方に協力し

て頂き、こだわった点やそのこだわりについて紹介していきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   編集者より一言 

    私も「アマゾンの毒ガエル」と称して不評してし 

   まった一人ですが、最近は目立って良い矢だなと感 

   じるようになりました。毒に侵されたのかもしれま 

   せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本修一（二） 

①筈とハギ糸 

②借りていた正体の赤筈の棒矢に愛着がわき、自

分の矢もこれでいくしかない！という衝動に駆

られたので赤を選び、黄緑が合うと思ってハギ糸

を黄緑にしたら同期・先輩から大不評でした。 

森口 渓太郎（三） 

①ハギ糸とシャフトの色のバランス 

②自分はこのハギ糸の色が大好きで、最初に買

った矢から一度も変えていません！ 

渋い薄緑色に合うように、シャフトの色はブ

ラウンにしています。 

編集者より一言 

 ご本人も仰ってますが、シャフトの色と薄緑が

相まって非常に渋いです。個人的には羽の色も効

いているなと思いました。 

名前 

①こだわった点 

②その箇所についての解説 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮本 紗衣（三） 

①ハギ糸と筈 

②赤はエネルギーを感じさせる色です。 

赤系で統一することでいつでも気分が上が

るようにしました。道場で見つけやすいよう

に色筈にしています！ 

冨田 涼太（四） 

①羽の色 

②地味な色の矢だと自分の矢を探すのに時

間がかかるので、弓具店にあった一番派手

なやつを選びました。 

角 朋香（四） 

①ハギ糸とシャフト 

②ベースを黒にして締まりを持たせつつ、ハギ糸

をピンクの段染めにすることでカッコかわいい

矢にしました。 

編集者より一言 

 アクティブでエネルギッシュなご本人をよ

く表している気がします。また、ハギ糸部分に

も細かいこだわりが見てとれますね。 

編集者より一言 

 何においてもまず目立つ。それに尽きるよう

に思います。うわさに聞くと、コーチにも「こ

れは派手じゃない？」と言われたそうな…。 

編集者より一言 

 私はこのインタビューで初めて段染めなるも

のを認知しましたがとても綺麗でした。私の同期

には、角さんの矢良いよなぁと語る人も。 



 

弓道部員たちの生活 

～部員の 1週間～ 

                      

  月 オフ！ 

  コロナ渦はオンライン飲み会！    

 

     

 

 

火 ＰＧ 

同期の筋肉マン石井くんと坪井くん、冨田くん   水 ミーティング 

(元ラガーマン、アメフト部)とプロテインがまる  反省点を洗い出し。徹底的に見直し‼ 

でコーラなのかと錯覚するくらい、   

やります。マジでやります。 

        

                      

木 学部の友人と昼食！ 

 

弓道部以外の人脈も大切にすること！ 

(これがテスト期間に活きてきますｗ)  金 メンバー練習 

                   試合で勝てる射、チームになるよう全員で 

団結して取り組んでいます！ 

 

 

土 試合前  

普段より少し早く帰宅！ 

美味しいものをお腹いっぱい食べ、 

お風呂にしっかり浸かり、早く寝ます！ 

 

  

    日 試合 or練習試合 

日頃の成果を相手にぶつけて勝ちに行きます！ 

※写真は2019年11月のものです。 

                       

新型コロナウィルスの影響により対⾯での活動ができない⽇々が

続きましたが、昨年は秋学期から活動が再開しました。そこで今

回は、お⼆⼈の活動再開後の 1週間を覗かせて頂きました！ 

      井上裕文 

        4回生 

        法学部 



 
月 閉めの日 

 
 
 
 
 
5限授業が終わってから閉めまで練習。      

夜遅いのは大変ですが、同期・先輩とも話せたりして楽しい 

です！                 

  
火 2～5限授業の日！ 

 
火曜日は毎週授業に追われる日です‥。 

物理、微分・積分が分からなくて困っています。 

 
 

 
水 関大プリンの日！ 
濱田来夢と関大プリンを食べる日！ 

３限の正規練習に向けて気合を入れております。 

 
 
   

木 ＰＧ・筋トレ  

木曜日はＰＧや自重トレーニングをしています。 

弓を引くための筋力をつけます。         

 

金 バイトの日 
         ４限正規練習が終わり次第ダッシュでバイトに向                     

かいます。大阪でプリンを売っています。 
土 部員と食堂  

１週間の中で１番ゆっくりとご飯が食べられる日。        

2限正規練習のメンツと食べています。 

   
日 試合！ 

             試合はこのメンバーで的上げを行っています。 

        まだまだ未熟ですが、 

           この 5人で頑張っています！ 

 

倉田梨真 

        2回生 

     環境都市工学部 



２０２０年入部式 
令和 2年 11月 21日にドーンセンターにて、入部式を開催しました。 

新型コロナウィルスの影響で、場所や自己紹介など様々な点で例年とは違った入部式とな

りましたが、1人 1人が緊張しながらも堂々と自己紹介することができました。酒井先生

や監督、コーチからのお話は、新入生の大学生活の指針となったと思います。また、学

歌、応援歌、逍遥歌も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る

ことができました。 

２０２０年度の新入生は、新型コロナウィルスの影響で春、夏、秋と、入部時期が分かれ

ており、特に秋から入部した部員は弓道部での生活に慣れるまで大変ですが、２回生にな

っても一丸となって頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願い申し上げます。 



新２回生紹介 
名前 学部 出身高校 

江崎 将史 総合情報 槻の木高 

大江 達也 社会 網野高 

大下 拓真 シス理 徳島市立高 

髙本 真生 法 甲南高 

國米 雄太 社会 近江兄弟社高 

柴山 周 文 星陵高 

田中 大輔 社会 修道高 

塚本 良大 商 関大高等部 

徳永 陽平 シス理 京都成章高 

西本 知生 文 関大高等部 

濵 志昂 シス理 都島工業高 

萩野 晃太 文 菊里高 

森本 修一 法 清風南海高 

吉川 英佑 経済 明星高 

伊藤 汐里 化学生命工 尼崎稲園高 

植木 鈴華 商 郡山高 

大石 望路 法 関大一高 

折戸 千紘 環境都市 関大一高 

倉田 梨真 環境都市 伊丹北高 

小原 沙輝 法 長浜北高 

下田 美里 化学生命工 平安女学院高 

富田 真央 文 加古川東高 

中辻 愛衣子 社会 池田高 

秦 陽菜乃 法 星陵高 

濱田 来夢 社会 国際情報高 

福冨 ひかり 政策創造 住吉高 

宮嶋 優子 商 関大高等部 

山口 こころ 文 千里高 

 

 
 
 
 
 
 
                          ※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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危機を乗り越えて 

～学生運動・阪神淡路大震災時の 

関大弓道部～ 
現在、関西大学体育会弓道部は新型コロナウイルスの影響により練習時間の制限な

ど、例年とは違う状況の中にある。背景は違えども、学園紛争時代、阪神淡路大震災

を乗り越えた方に当時のお話を聞く事で、今後の活動において何かヒントになるので

はないかと考え、この企画が生まれた。 

 
学生運動 
昭和 43年から 44年にかけて全国的に社会問題となっていた大学紛争は、その後の

政治や社会に大きな影響を及ぼし、関西大学でも 44年 6月 20日の関西大学会館封鎖

を発端として半年以上紛争状態が続いていた。体育会系の部活動は全共闘の学生から

敵として狙われ、実際に部室が襲撃されたり、直接攻撃を受けたりしたこともある。 

今回は当時、弓道部の部員としてご活躍なされた昭和 46年卒坂口義一さんに電話に

てお話を聞かせていただきました。 

 私の場合ね、高校からしておったん

です。高校が進学校で、まあ、あの、

学習とクラブと両立できるということで

ね、弓道を選んだんですけどね。 
 ほんで、まあ、その高校である程度的

中しておって、まあ賞をもらったり、ま

あそうしておって、まあ一応の成績を修

めておったんです。 
 それで大学へ入学しても弓道部を選択

したんですけどね。 
 はい。まあきっかけはまあそう言うこ

とですねんけども。 
「高校で賞を取っていたっておっしゃた

んですけども、どんな賞だったんです

か？」 
 あの、奈良県の選手権で優勝してです

ね。はい。その頃ちょうどオリンピック

があったんです。オリンピックの聖火リ

レーの副走としてですね、出場したんで

すけどね。 

昭和 46年卒部生 坂口義一さん 
 
【戦績】リーグ戦 個人的中 6位 
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 まあ後はインターハイへ行ったりね。 
 「スポーツ推薦で入学されたというわ

けではなく、一般の入試で入学されたん

ですか。」 
 そうそう、一般の試験で入りました

ね。 スポーツ推薦もあったけど、弓道

部は人数が少なかったからね。なかなか

推薦はしてもらえなかった。 
 あのう、先輩で推薦で入った人もいた

んですけどもね、はい。私の世代では推

薦で入った人はいなかったですね。 
 その、二年前、ま、あの高校行って大

学入って一年の時の三年生の方で、ま、

あの新人監督してもらっていた方で、そ

の方が一応推薦で入っておられてるんで

すけどね。 

 

ああ、なるほど。わたしも実はあったか

詳しい記憶はないんですけども、多分大

学 2年の後半から大学 3年の前半にかけ

てあったと思うんですけどね。で、紛争

の初めはですね相手の全共闘とかも激し

い運動はなかったので、初めのうちは練

習に支障がないということで、練習して

おったんです。ある程度、全共闘も勢力

が強くなってきておったので、こちらと

しては体育会系として集まって対抗しよ

うじゃないかということで、全共闘と向

き合ってちょっと対抗したことがあった

んです。 
「対抗したというと？」 
対抗したというのは、ある程度距離を置

いて、石の投げ合いですね。 
あとは棒を持ったり、木刀とか持ってい

たかもしれませんね。近づいたら、木刀

を振り回したかもしれません。向こうも

ゲバ棒で来るからね。 
遠くにいる間は石の投げ合いとかです

ね。 
「左翼急進派が火炎瓶を持っていたと聞

いていますが……」 
火炎瓶も多分ほってる……受けてると思

うんですけど、その火炎瓶によってこち

らが負傷したということはありません。

ある程度距離を空けておったからね。 
それである程度紛争も激しくなってき

て、練習しとってもちょっと道場が襲わ

れる可能性もあるという場合は、練習は

中止しておったんです。 
「実際に敵視されているなと感じること

はありましたか？」 
普段は学生服なんですけども、体育会系

の部室を荒らされたり、体育会系の部屋

も荒らされたり、そういうことはありま

したね。ただ、弓道部はそこまで荒らさ

れていませんわ。まだ、弓道部は大人し

い方だったんで、向こうの方も敵視はし

てなかったですね。 
「荒らされないために、学生紛争以前か

ら宿直の制度があったみたいなのです

が、学生運動下においてもその制度はあ

りましたか？」 
宿直？弓道場で泊まること？ 

「はい」 
私は弓道場で泊まったことは無いです

ね。そういう記憶はちょっとないです

ね。 
ある程度、紛争も激しくなってくると、

ちょっと練習も危ないなという状態にな

ってきて、その頃、紛争も拡大してき

て、それで機動隊が入ったんです。学校

にね。 
それで機動隊が学校の周辺とか中の方で

守ってくれて、それで機動隊に守られて

練習をしておったという感じですね。 

「近くに機動隊の方が常駐していたので
すか？」 
弓道場の入口の階段の上の方には入り口

がありますね。そこに機動隊員が 2人ほ

どいましてね。監視というか、注意して

おったと。全共闘とかそういう者が押し

かけてこないように、そこで守って貰っ

ていたということですね。 
「バリケードなどもあったのですか？」 
バリケードはね、校舎の方で封鎖してる

んですわ。校舎は椅子とかそういうもの

を外して出入り口を封鎖したんですわ。 
私も社会学部だったんですけども、1年

目は天六学舎の方でして、1年間は千里
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山の方じゃなくて、天六の方に校舎があ

ったんですわ。 
「天六にあったんですか？」 
社会学部だけね。まだ、当時は社会学部

は新設だったんですわ。 
ほんで二年目からは新校舎の方に移った

んですけどね。その新校舎やねんけど

も、椅子を外したり、封鎖したりです

ね、また屋上のコンクリートを剥がして

投げつけたりするもんで、校舎が荒れっ

ぱなしだったんですわ。 
「新設だったのに荒れてしまっていたと

……」 
そうです。それで、こちらもショックで

ね、せっかく新しいのに紛争で荒れ放題

になったんでね。相当ショックを受け

て、そういうのもあって相手方と対抗し

ていたという感じですね。 
「授業はどのような感じだったのでしょ

うか？」 
授業はなかったですね。3ヶ月か 6ヶ月

かほど、授業はなかったですね。ほんで

機動隊が入ってある程度全共闘も退いて

校舎の方にも行けないということがわか

ってきて、校舎の方も回復してきたとい

う感じですね。 
それとかさっきの機動隊のことなんです

けどね。若い人で力強い人が警備とかし

ますわね。そこでそういう印象しておっ

たんですけども、そこに弓道場の入口の

上の方にいた状態を見るとね、えらいお

じいさん風の人が武装して警備しておる

んですわ。多分機動隊も人が少ないから

あっちこっちから人を動員していたんじ

ゃないかと思いますね。機動隊も色んな

年齢層の人がいてはりましたね。 

 

えーと、あれは……大学 2年生の頃は関

戦で関西大学の Cチームでしたね。一応

大前で引いていたんですけどね。5人立

ちの 1番前で引いていたんです。

それで東京遠征もあって、東京への全日

の方へも出場しておったんです。

戦績の方は、チームとしての戦績の方は

そう芳しくなかったんですけれども、1

番芳しいのは大阪府選手権大会がありま

すね。そこでチームとして優勝したんで

すけど、それと 4年生か、3年生かな…

…あの、全日と違ってリーグ戦でいい戦

績だったので、東西対抗ですね。王座の

方は関大としてリーグ戦優勝してないか

ら行けなかったんですけども、東西対抗

の方は個人の成績で行けますのでね、そ

こで 6位ですか、上位の方に入ったんで

東西対抗の方には出場しましたね。 
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「どんな感じでしたか？」 
そりゃあ、緊張しましたけど、3中平均

で当たりましたね。 
しかし、東京の方には負けてましたけど

ね。関東の方にはね。 
「どこが強かったんですか？」 
その頃は、日本大学、日大が強かったん

ですわ。 
日大が強かったんで、まあ東京へ遠征し

に行ったらそこと練習試合しておったん

です。 
「学生運動がある中でも、そのような遠

征や定期戦なんかも結構普通に行われて

いたという感じですか？」 
そうですね。 
多分これ大学 3年生の秋やからね。紛争

は解決……解決と言うかもう収まってお

ったと思うんです。だいたい、記憶では

その春くらいまでがピークだったんじゃ

ないかと思いますね。 
「春までがピークでその後はもう通常

に？」 
もう普通の、授業があったりクラブ活動

あったりしとったんですね。 
「じゃあ、大変だったのはその 1年くら

いで、あとは普通な感じで……」 
そうそうそう。 

 

体育会系の新入生ばっかり集まってね、

『くろんぼ踊り』、まぁ文化祭みたいな

のがあってね、そんなかで、これ昔から

の恒例だったそうですわ。新入生はくろ

んぼ踊りに参加するという事で。 
「くろんぼ踊りですか？」 
そう。それで名称ははっきりしませんけ

ど、くろんぼ踊り言うて、海水パンツ一

丁で、それで身体中墨で黒く塗ってね。

それでくろんぼ踊りに参加するんです

わ。 
弓道部の新入生または他の体育会系の新

入生ですね。そういうもんが全員集っ

て、まぁだいたい 50〜100人いたんちゃ

うかな？100人前後集まって、体を墨で

黒く塗って、ほんでまぁメインの運動

場、今まぁ学校の中央にグラウンドとい

うか、イベントする時に集まってる所あ

りますね。そこがもうちょっと図書館と

か無くて広いグラウンドだったんです

わ。そこでまぁ文化祭というか、色んな

催しの中の１つとして、くろんぼ踊りが

あったんですわ。それで新入生が身体中

黒く塗って参加したという事ですね。 
「参加されて楽しかったですか？」 
楽しかったなぁ。そこでもう全員でワイ

ワイ踊ったりしてね。まぁ初体験ですけ

れども楽しかったですね。それでまぁ終

わったらもう５時か６時くらいで、ちょ

っと暗くなってくるんですわ。それで関

大の駅前くらいにですね、昔は公衆浴場

があったんですわ。そこに体を洗いに全

員がそこに行くんです。そこで体を洗っ

てきれいにして、それで帰るという事で

すね。 
「100人くらいがそのくろんぼ踊りに参

加していたという事なのですが、その全

員が一気に行くという事ですか？」 
そうそう。もうみんなパンツ一丁でね、

参加するんです。 

 

それとあとエピソードというか、私らの

新人監督ですね。ちょっと厳しくてです

ね。それでまぁ集合時間に遅れたり、な

んかサボったりしてね、ミスをしたりす

るとね、すぐ正座させるんですわ。弓道

場の板の間でする場合もありますけれど

もね、私らの入った頃はね、新しい道場

ができる前の仮の弓道場でね、関大の敷

地の端の方にちょっと増設した所がある

んですわ。そこでトタン屋根で 20mほど

の長さの弓道場作って、青空天井ですけ

れども、そこでまぁ練習とかしておった

んですわ。 
「何人立ちくらいの道場でしたか？」 
20mやったから、的は６個から８個くら

いあったん違うかな？それでそういう所

で、下が土砂なんですわ。それでまぁそ

こでも正座したりしたという事ですね。

それで正座もね、１時間くらいならいい
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んですけどね、２時間くらい正座するん

ですわ。 
「すごく痛そうですね。」 
痛い痛いそんなん、もう涙出るくらい痛

いんですけどね。それでまぁ辛抱するん

ですけね、それでたまにですね、新人監

督が正座させてるいう事を忘れて放って

おいてね、３時間したこともありました

ね。 
「それはすごく辛いですね。」 
まぁそういう厳しい指導もありました

ね。 

 

あ、それとエピソードいうたら、まぁあ

と合宿とか終わった後ね。まぁ同期のも

んばっかり集まってね、帰りちょっと遊

びに行くんですわ。道具類はどっか預け

てね、行ったんです。それでまぁ信州の

方の合宿だったので、まぁ 「くろよ」

の方ですね、黒部ダムの方に遊びに行っ

たんですわ。それでまぁ行って、同期の

もん７,８人か集まってそこへ遊びに行

って、そこで楽しくしておったと。まぁ

大変な中でも合宿でもそういう面白い遊

びとかもして、親睦を深めておったとい

う事ですね。 

 

もう思い出せないんですけども、まぁ同

期の会というくらいにしとかんとしゃー

ないですね。私らの学年はですね、大人

しかったんでね、あんまクラブ以外でね

集まって遊びに行ったり、どっかへ遊び

に行って、まぁそうやって活発な活動を

するという事はなかったんでね。せやか

らあんまりそういうなんとかの会(弓◯

会)というのを作って活動したという覚

えはないんですわ。せやから多分作って

ないと思いますけどね。強いて言うなら

同期の会という感じですかね。 

 

 

いつもまぁクラブで対抗試合した後とか

ね、またあるいは宴会とかそういう事し

た後は逍遥歌でね、肩組んで歌っており

ましたね。そんなもん昔からの伝統です

ね、逍遥歌で歌うのはね。 
「その時に舞を踊る人などはいました

か？エールなど」 
私らの時は１人だったんですけれども。

１人の方はね中央に来て、それでまぁ音

頭をとって、大きい声で逍遥歌の前置き

とかそういうのありますわね。それでそ

ういうのを大きい声で言うてですね、そ

の後逍遥歌に入ると言う事ですね。 
「今はエールを２人でやっています。」 
そのようですね。目立ちますわね。昔は

なかなか人数ちょっと少なかったんで

ね。なかなかそこの方へ人員を割けなか

った。あれもやっぱ練習せんとあきませ

んやろ？なかなかそれに参加する言う人

はいなかったんですね。せやから先輩に

選ばれた方１人がね、専門でしておった

という事ですね。 

 

 

その頃は黒足袋でしたね。 
「黒足袋の理由とかはご存知ですか？」 
理由なぁ。それはちょっともう昔からの

伝統で黒足袋やってんけど、今は白足袋

ですか。 
「今は白足袋統一です。」 
あぁ、なるほどな。この頃はもう黒足袋

でしたね。まぁそれがどういう理由で黒

足袋になったんかいうのは分からないで

すけどね。 
「当時は黒足袋の人と裸足の人とがいた

とほかの方にインタビューした時に伺っ

たのですが……」 
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まぁ試合とかは黒足袋はいて行きますけ

ども。道場で練習する場合は裸足でして

る人もいましたけどね。 
「裸足も O Kだったという事ですか。」 
そうですね。練習はね。 

 

せやね。大学卒業してからね、奈良の方

に弓道場があるんですわ。奈良市内に

ね。で、そこに行ってまぁ練習とか、ま

たは市民体育大会とか、県民体育大会と

か、まぁそういうなんに参加しておった

んですけどね。それでまぁその頃大学で

も中っておったんでね。そういう市民体

育大会とか県民体育大会に入るとね、ま

ぁ一応上位に入る成績でね、やっておっ

たんですけどね。 
「表彰などされていたという事でしょう

か？」 
そうですね。表彰とかは大体、そういう

大会とか上位に入ってるんで、しょっち

ゅうでしたね。それが大体何年やろ、15

年か 20年くらい続いてましたかね。そ

れでまぁそれくらいが大学で練習した余

力いうのがあってね、中っておったんで

す。それでまぁだんだんと練習量も減っ

ていくし、監督というか指導しもらう人

もあんまりいてないのでね、形とか乱れ

てきたり、また練習量が少なかったんで

ね、徐々に成績の方も落ちてきました

ね、やっぱり。 
「今もやられていますか？」 
今もうね、あのコロナあるんで練習も行

ってないんですわ。１年前くらいまでは

ちょちょっと行っておったんですけど

も、最近はもう全然行ってない。 
「コロナが終わればまだ続けますか？」 
精神的いうか気持ち的には行きたいです

ね。だんだんちょっと足腰が弱まってき

てね、それで腰とかも負担あるんでね、

正座したり、正座から立ち上がったって

なんかしたりする動作が段々と辛いんで

すわ。せやからもう普通の昔通りの弓道

はちょっと無理ですね。まぁただ遊びで

するなら行けますけどね。 

 

せやからまぁ、１年生でそういう厳しい

監督のもとで耐えたんでね、就職してか

らも辛い事があってもね、 「ちくしょ

う」と言う事でね、耐えられる力がつい

てましたね。 
「忍耐力がついたという事ですか？」 
そうそう。 「こういうなんではへこた

れんぞ！」という感じでね。せやからま

ぁそういう根性はつきましたね。負けな

という根性だけはね。 

 
 

まぁ思い出としたら、くろんぼ踊りとか

そういう催しとか、弓道部史に残してお

きたいと言われたらちょっとなかなか厳

しいですね。まぁ昔はそういう厳しい指

導もね、今やったら通用しませんけど

も、厳しい指導があったという事もね、

土の上で正座したりしたという事です

ね。後はまぁ、合宿の合間に１日自由時

間みたいなのがあって、どっかへ遊びに

出かけたという事ですわね。 
「合間合間の自由時間が楽しかったとい

う事ですね。」 
そうそう。ワイワイ言いながら色んなも

んを食べながらね、息抜きいうか、遊び

に言ったというわけですわね。 
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最近はだいぶ成績も良くなって、リーグ

戦でも上の方行ってますね。130中以上

出してるという事ですね。私らの代は

110代とか、まぁせいぜい行って 120く

らいだったんですわ。せやから最近の部

員は練習してるなと思いましてね。コー

チ監督がしっかりしてるからだと思いま

すけども、せやからそういうコーチ監督

についていって良い成績を収めてるとい

う事ですね。練習量を増やさんとしゃー

ないですね。練習量を増やして、試合で

も普段の力が発揮できるようにですね、

しておくという事ですね。監督やコーチ

に従っておけば王座でも優勝できる可能

性もありますのでね。監督やコーチにし

っかりついていって、合間には自分でも

練習して、王座でまた優勝して欲しいで

すね。 

 

まぁ学生紛争ではそういうことで、新校

舎がね、新しい校舎がそういう紛争で荒

れ放題になったいう事はね、自分として

はショックでしたね。それはね。それで

まぁ授業の方も受けられないし、練習の

方もちょっと危ない時期があったという

事でね。苦労してましたけどもね。 
まぁそういう時期もあって、紛争もあっ

て、ちょっと変わった事もあったんで、

寂しかったかなぁという感じもあるんで

すけれどもね。当時はやっぱり大変でし

たね。まぁそういうとこですね。 
「私たちもコロナ禍ですが頑張らせてい

ただきます。」 
コロナやもんな。まだしばらくまだ収ま

らんわなぁ。 
それでまぁリーグ戦もあるかないかはっ

きりしないんでっしゃろ？ 
せっかく成績が上がってきたんでね。そ

れでまぁそういう事があって試合とがで

きないという事は残念やなぁと思いまし

てね。まぁそういうとこですね。 

 

取材日 2021/3/31 

取材者：三回生 酒井美咲 森口渓太郎  

二回生 田中大輔 
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阪神淡路大震災
平成 7年 1月 17日 5時 46分、深さ 16kmを震源とするマグニチュード 7.3（※）の地震が発

生しました。震災は、多くの尊い命を奪うとともに、都市基盤や建築物に甚大な被害を与

え、市民に直接的な大被害を与えました。 

また、復旧の長期化に伴い、産業や都市機能、生活などに様々な影響を及ぼしました。 

今回はお手紙にて、平成 8年卒藤原敏宏さんに当時の状況などについてインタビューをさ

せていただきました。 

 

 

【当時の震災による関大や弓道場への

被害はどのようなものでしたか？】 

 

校舎の被害については覚えていませ

んが、幸いなことに弓道場への被害はな

かったと思います。 

 

【震災後の藤原さんご自身の状態につ

いて、差支えがなければ教えてくださ

い。】 

 

自宅も被害はなく、震災前と変化はな

かったです。 

 

【震災などの影響で、部員が減少したと

記録にありました。震災直後の弓道部の

雰囲気を教えてください。】 

 

各年次ごとに部員の安否確認をとっ

てもらい、すぐに部員全員の無事は確認

できました。 

正規練習がなく、個人練習のみの時期

だったので、道場の雰囲気は震災前と変

化はなかったと思います。 

我々の年次から部員は減少していた

ので、震災の影響ではなかったと認識し

ています。 

 

 

 

 

【震災の影響で、幹部が主将・多田納一

さん、副将・杤尾英洋さん、主務・岡田

穣さんの 3 人体制に変わったと記録に

ありました。どのような方々でしたか？】 

 

部員が少なかったこともあり、副将が

2名から 1名になりました。個人的な見

解としては下記のとおりです。 

多田納：お調子者 

杤尾：寡黙 

岡田：しっかり者 

 

【練習形態について教えていただきた

いです。】 

 

練習形態は震災前と変化ありません。 

平日２～４限 正規練習 

 

【練習に参加できていない部員はいら

っしゃいましたか？】 

 

大きな被害を受けた部員がいなかっ

たはずなので、練習に参加できない部員

はいなかったと思います。 

 

【合宿や遠征について教えてください。】 

 

合宿や遠征はありました。 

春：大平（おおなる）山荘（兵庫県） 

夏：神津弓道場（長野県） 

遠征（全日）：東京（H7） 

 

 

 

 

 

平成 8年卒 藤原敏宏さん 
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【震災後の他大学の様子について、試合

などは行われていましたか？】 

 

新人戦・選手権（四私・府戦・関戦）・

定期戦も変わらず開催され、不参加の大

学はなかったと思います。 

 

【「『総和の優勝』を合言葉に男女ともに

目標を高く持ち、震災を乗り越えて協力

し合った」と聞いていますが、当時のメ

ンバーの様子や士気はどのようなもの

でしたか？】 

 

女子は覚えていないのですが、男子は

前年に 2部に落ちたので、1部復帰を目

指していました。 

【当時の試合やメンバーの様子やリー

グ期間の練習の雰囲気はどうでした

か？】 

 

全員的中が伸びず、余裕がなかったと

思います。 

 

【最後に現役部員にメッセージをお願

いします。】 

 

思うように練習できず、歯がゆい思い

があるかもしれませんが、まずは感染し

ないように気を付けてください。 
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――弓道を始められたきっかけ

や当時の目標や目的などはなん

ですか。 
高知市内にある中学校では剣道部、高

校では柔道部で汗を流しました。合宿が

高知城内にある警察学校の道場、すぐ隣

に弓道場があり、休憩時に様子を見ると、

8人立の道場、筒袖姿の長老、霞的に向

って懇親の力で引き分ける、弦を放れた

矢は的中しました。 

なんと、この静寂の中、引き寄せられ

る〝魔力〟に目が離せなかった事かな。 

入学式当日、千里山線「大学前」(現・

関大前)で下車、学舎に向う沿道には、

各部の特色のある衣裳・仕様道具類を所

狭しとばかり多く揃えて PR などを展示

の中、言葉巧みな「土佐弁」で勧誘を受

けました。 

「うんと、たまらんばあー楽しめる、弓

道部やきい。」 

同郷の人である、佐竹一浩 9段範士(故)。

惹かれたね、次の日に 6人立の道場の門

を潜りました。 

 

――濱渕さんは三代目道場完成

の際に弓道部に在籍していたと

聞いております。2 代目弓道場の

様子、工学部建設のための移転の

際の当時の様子、他にその時の試

合や練習などについてのエピソ

ードがあれば教えてください。 
 困惑したのは「宿直」。当時道場の弓、

矢、弦巻が何度も盗難に。防止策でした。

当番制で 2 人、薄汚い?布団、酒、タバ

コの臭いもあったかな？夜食を買い団

欒、時には 2～3 人増えて雑魚寝するこ

ともしばしば…。 

そこへ残飯を求め、1匹の牝犬が住み着

きました。半年程同居?する事となった。

犬の名前は「お富み」と名付けました。 

2代目の道場、1代目よりかなり東側、

雑木林を開拓、一時的ということで突貫

工事、平地よりかなり下の方、傾斜がき

つい、木製の階段を降りる。宿直は続い

た。初秋、台風接近、警報が出た。雨戸

を閉めた。２日後に道場へ集合した。ズ

ボンを膝上まで捲る。泥水に浸る玄関の

鍵を開き驚く。検見席の半分近くまで泥。

作業はできず 2日後に再集合。水は引い

た。泥を流し、清掃、垜が崩れ的も置け

前回大変好評だった「歴史に残るインタビュー集」今回は昭和 30年代卒業の大先輩方

に焦点を当てて、インタビューを行いました。昭和 30年代には偉大な先人たちが数々の

戦績を残しており、昭和 28年に戦後再創部された弓道部は関西大学体育会に昇格し、現

在に至るまで脈々と伝統を受け継いできました。 

今回は S32卒の田中大二さん、S37卒の近藤克治さん、S37卒の濱渕勇雄さん、S38卒

の松本邦男さん、S39卒の橋川烈久さんの５人の方々にお話を聞かせて頂きました。 

 

昭和 37年卒部生 

濱渕勇雄さん 
関西学生弓道連盟の委員長を務められた 

歴史に残るインタビュー集 
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ない。弓、矢は高所へ避難して助かる。

練習は都島の鐘紡道場へ。まだまだ困難

は続いた。 

こんな経験もした。宿直当日、的場に

照明がなかった為、佐竹先輩が 

「的場に蝋燭を点けて練習するぞ。」

と提案。驚いた!!スリル満点でした。集

中できました。感激!! 

 

――当時の試合について何か思

い出などがあればお願いします。

また、濱渕さんは関西学生弓道連

盟の委員長に就任されていたと

聞いております。そのときのエピ

ソードなども教えてください。 
学連委員長時、学生の昇段審査実施に

ついて、一般の方とは別途受ける機会を

設定して欲しい旨を大阪府連に依頼(講

義を欠席してまでは困る)。3 度の話合

い、運営方法、場所、時間等実施を受諾

いただきました。無料でもありました。

初段を希望の者が弐段になることもあ

りました。 

関西アーチェリー連盟の発足、出席を

依頼された。祝辞を述べると共に、和弓

の特徴をしっかりと PR し、日本古来の

武道として伝えたかも…。 

 

――弓道部で過ごされた中で特

に印象に残っているエピソード、

また、濱渕さんの先輩、同期や後

輩の方に関するエピソードがあ

れば教えてください。 
 1958年(昭和 33年)入部。当時千里線

は千里山が終点。高度成長期に入り、大

阪のベッドタウンとして開発、延線され

て、今の北千里駅迄となる。 

夏季合宿、1年次は長野県上田市へ。大

阪駅から夜行列車(信越本線)各駅停車、

約 6 時間かな?千曲川沿いの城下町、宿

舎から徒歩 20 分程、南櫓門から二の丸

に入る。道場は 8人立。朝は涼しく、袴

姿で道場へ。休憩時には、お茶、茄子、

胡瓜の浅漬けをいただく。 

宿舎前の果物店、店番している女子高校

生?ミニトマトを一廻りした小さなリン

ゴ、名付けて「チビリン」。次の日も高校

生目当て、2カゴ買った 2年生!!に笑う

しかなかった。 

2年の合宿は長野県小諸市営道場。 

3年の合宿は静岡県沼津市富士山麓の須

走、道場 6人立。景色・空気・食事・風

呂満点。 

ただ垜が火山灰を含み、粘りが少ない。

的中しても、場所により、筈(弭)が、じ

わりと下がり地面についてしまう。筈が

つけば〝ハズレ〟となるね。 

 

――以前のインタビューで、横

木忍さん（昭和 38年卒）から当時

は白い足袋ではなく黒い足袋を

履かれていたと伺ったのですが、

なぜ白い足袋はダメだったのか、

その理由について何かご存じで

すか。 
詳しいことは知らない。ただ京都御所

の済寧館で実施されている全国大会は

五段以上の錬士・教士・範士は白足袋(礼

装用)、三十三間堂通し矢、道場開き等

多数見てきた限りでは白足袋。私も連盟

委員長の時、一手礼射は白足袋を履かさ

れました。 

関大では入部した時から卒業まで、殆

ど素足だった。 

 

――弓具について、当時弦や弽、弓、

矢などはどのようなものを使われて

いましたか。どこで購入していたか、

値段、銘柄などを教えてください。 
弓具は既製品を多く利用しました。購

入先は阪急十三駅東へ約 10 分、木川町

きある猪飼弓具店が殆ど、京都は四条通

裏、柴田連三郎店。アルバイト料が入り、

弓を購入したくて訪れた。二階に案内さ

れ、弦を張った。「寸伸び」、177cmの身

長の私には寸（３cm）普通の弓より長い

物だった。店主が使用するとしていた。
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21ｋｇ、かなり強い。肩を入れさせても

らった。ニベ張り、合わせ目には、桑形

の木目が浮かんで美しい。購入したくて

交渉、「濱渕さんならＯＫだよ。」の返事。

（現在も、関大の校章入り、紫色の弓巻

きに入れて飾っていある。） 

矢は犬鷲の羽、白黒半分、すっきりし

ている。礼射用、試合用に使用。練習は、

ニワトリ、カモの羽。現在 2本の籐巻き

の矢筒には、遠的用 6本、鏑矢、巻藁用、

犬鷲の４矢含め 20本以上か？ 

値段は忘れたが、高額だったと思う。

阪急電車 1区間 10円の時代だった。 

 

――関西大学を卒業されて社会

に出てから、弓道に関わられたこ

とはありましたか。また、関西大

学体育会弓道部で過ごしたこと

が社会で役立ったことはありま

したか。 
卒業後、教職につく為の手続き完了。

兵庫県私立中、高社会科の教師として、

採用試験が 1月実施（転勤のない私立を

選んだ）。履歴書は毛筆、学生服は校章

のボタン。弓道部のバッジ（矢尻形の三

角）を襟に付けて、筆記試験、面接に臨

んだ。5日後には、採用内定の通知をも

らいました。 

初任給、17,500円、住宅手当 1,500円、

本校教員として採用する辞令を受けて、

4月 1日登校、校務文章高等学校、担任。

教務係の辞令です。 

1995 年 1 月 17 日、阪神淡路大震災。

弓道部はなかった。剣道部の顧問として、

地域、連盟に貢献した。 

社会で役に立ったことは、弓道で身に

つけた団結力、集中力、指導力、友情か

な？ 

43 年間勤務、教頭職を最後に退職し

た。今年 7月、満 82歳になる。 

弓道万歳！！ 

 

――現在でも同期間で交流を続

けているとのことですが、卒業さ

れてからの同期の方とのエピソ

ードなどはありますか。 
弓友 5 人を、55 年前結婚式に招待し

ました。4月 3日、国鉄高知駅、1 番ホ

ーム、5人は私達の前に横並び、一糸乱

れず、「ご両人、結婚おめでとう」万歳、

万歳、万歳と両手を上げて祝福、花束を

贈られ、破顔一笑！！嬉しいやら、照れ

るやら。特急南風号、発車と共に再度万

歳、万歳…と。 

職種、勤務先も異なり、再開はままな

らず疎遠となりました。 

卒業旅行は東北地方に足を伸ばした。

岩手県平泉の中尊寺、宮城県松島方面へ

…若かったな‼️ 

友情は定年を迎える頃から、一泊旅行

が輪番制で実施、昼食会…年を重ねる

と体調を崩したり、急用ができたり
で、全員揃うことは困難になります。 

弓道を通して同じ釜の飯を食べた。寝

食を忘れて日置流と共に忘れることは

ありません。 

 

――弓道部史に残したいエピソード、

または関西大学体育会弓道部の現役

部員にメッセージがあればお願いし

ます。 
1995年 1月 17日、5時 46分、阪神淡

路大震災発生。 

通学圏が広く、神戸・芦屋・西宮・伊

丹…。自宅全壊、半壊、母親、妹 2人死

亡、生徒も重軽傷者多数どん底状態。 

阪急、阪神、JR線不通。授業再開の目

途立たず。校舎、体育館破損甚大。人間

の弱さを「目の当たり」。 

地域との連携が不可欠。保護者、私学

連合会、行政との関係を密とした。生活

ラインの復旧、復興がはじまる。 

関大、学連、弓道連盟での人的交流、

交渉、信頼、決断力などを学んだ。 

学生の本分は言う迄もなく学習。しか

し、学習では得られないものを、日置流

を通して得ました。私の宝です。弓道部

の発展、充実、宝を求めてほしい。願っ

ています。 
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遠的の練習風景を教室から見たと

き『かっこいいな』と思うと同時

に、京都のお寺を拝観していた時、

外国人が天目台の抹茶を見事に飲み

干す姿が脳裏に浮かんだ。もっと日

本のことを勉強しなければならな

い、武芸十八般の筆頭弓道に挑戦し

よう。 

入部手続きもなく、翌日から弓を

引くどころか、トレーニングズボン

で矢追いばかりの日が続いた。楽し

いはずの 5月のゴールデンウィーク

も、初日に天理大学との定期戦、天

理市まで先輩の後をくっついて出向

いたが、試合に負け反省会の 1日と

なった。“よくお参りくださいまし

た”アーケイドの標語が胸に刺さり

ました。 

 

毎日の練習を坦々と続ける、それ

が平常心を保つのだという考え方で

す。1年先輩の松本邦男主将はどん

な状況下にあっても優秀な成績を残

された。 

常勝関大にはプレッシャーなどな

かったが、角森幹弘、橋川烈久、山

本好信、永安紘一らには惨憺たる悲

劇となった。松本主将は『坊主にな

れ』と激怒、「なったるやないか」

と心で捨てゼリフを叫んだ。光る頭

で道場へ、こんどは起こったのがサ

ブマネージャーであった同期の泉谷

幸春である。『勝手なことをする

な』と、その日のうちに彼も坊主に

なった。 

 

結果論になりますが初の全日優勝

へ、闘争心をかき立て後押しとなっ

たものがありました。 

まず、全日会長に山本が就任した

こと、当然のことながら試合会場は

大阪と思っていましたが、にもかか

わらず某大学の監督圧力で神戸市・

王子体育館に決められた。また、前

年に松本先輩が個人優勝している。 

試合当日は観測史上、何年振りか

という暑い夏という気象条件も重な

った。それらにも増して初戦に当た

ったのが関東の雄、優勝候補といわ

れる早大。試合は同中、一手決戦で

やっとの思いで 1回戦を突破した。

『こんな暑い日に引けるか』と早大

の主将が呟いたのが印象に残った。

森川勝監督は『こんな勝ち方はだめ

だ』と一言、実力を出さす試合展開

のまずさに怒られたのであろう。労

いの言葉はなかった。 

 

昭和 39年卒  

橋川烈久さん 
【戦績】昭和 37年関西選手権 3連覇 

昭和 38年全日本選手権初優勝のメンバー 
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3年先輩の佐竹一浩氏の言動・行

動です。道場で末席から拝見したの

はわずか 10カ月ほどでしたが、佐

竹氏は猛練習をすることもなく、ひ

ょっこりと道場に入り 20射皆中し

てニッコリとは驚くばかりであっ

た。 

2年先輩の濱渕勇雄新人監督から

は道具の手入れから打ち粉の作り方

まで教えられた、近藤克治氏には弓

道八節を事細かく伝授された。 

1年先輩の横木忍氏は人間味あふ

れ、一度も練習を休まれたこともな

く物静かな人です。松本氏には全日

個人優勝の袴を頂戴し、それを付け

優勝できたこと。 

等々紙面では書き尽くせない事象

があり、多くの先輩方に出会えたこ

とに感謝するばかりです。 

 

森川監督はある先輩に対して『白

足袋は礼射の時だけだよ』と普段と

は違う静かな声で諭された。白足袋

は神に仕える人だけが使用するもの

だよ。神官、僧侶がその例である、

弓道における礼射は神へ捧げるため

の行為でもある、邪気を払うために

精進潔斎した姿である、ということ

であった。 

スポーツの意味合いが強い学生弓

道は黒でなければならない。短い言

葉の中に深意が感じられたのです。 

 

弓は矢尺 22.5キロ、3800円。弦

は 5.2匁、50円（部の負担は 10

円）。矢は四矢で 3400円。いずれも

大阪・十三の猪飼弓具店から買い求

めた。京都・奈良・生駒市に弓具店

はあったが、いずれも高級品ばかり

で、学生には手にはとどかない。ギ

リコ、打ち粉は濱渕新人監督のもと

製作した。 

 

『虫の合った仲間、同志』という

ことです。1年先輩の「愛弓会」1

年後輩の「剛弓会」からは、古来よ

り雅人が楽しんだ恋の貝合わせでは

ないか、とよく冷やかされていまし

た。 

そうではなく『0.3の青春だ、一

瞬のために努力しているのだ』とい

ってもなかなか分かってもらえなか

った。会から離れ残心……。的中す

るまで、わずか 0.1秒から 0.3秒

で、矢は軌道を描いて飛翔する。そ

の軌道はどのような状況であっても

同じように合わせなければならな

い。それが出来るよう全精力をかけ

てきた、ということです。いかにク

リエイティブな表現、名称であるか

を理解してほしかったものです。 

卒業の時には 11名いた蛤会員も

現在 5名となって淋しい。 

 

弓道部の歌かどうかは分かりませ

んが、1年先輩の木崎宗太郎氏が”

豊津駅から 0.5キロそこに聳える宗

ちゃんの……“歌。1年後輩の曽和

正夫・吉川栄三・梅崎ら各氏が作

詞、作曲したという。旋律は逍遥歌

風の「わが関大弓道部」がありまし

た。 
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4年間で得たことは『何くそ精神』

をもって前進することでしょう。百

射会は何のためにするのか、こんな

ことをして何になるのか、射形を崩

すだけではないか……。いろんなこ

とを思い巡らします。ところが射場

に立って 70射、80射ごろからは何

の考えもできず、何も聞こえず、表

現は難しいですが自身の中にはいっ

てしまうような気がします。 

四国八十八カ寺、遍路の旅を完遂さ

れた人に思いをお聞きしても、感覚

は同じように思われます。 

 

森川監督と佐竹先輩のことです。

秋のリーグ戦で接戦となり道場は緊

迫した雰囲気となった。そんななか

『佐竹だめだ、馬手をしめろ』と一

声。何をしているのだと檄を飛ばさ

れた。何のことか解らなかったが、

矢飛は強くなったといわれる、しか

し、新入生には怖い監督だというこ

とと、静まりかえった道場内では控

えの選手、部員はもとより相手チー

ムの選手たちからも緊張した様子が

うかがえた。 

 

“根性を出せ”とか“当てていけ”

などというかけ声ではない、という

ことでしょうか。直観力、洞察力、

判断力、瞬発力、そして何よりも

『感性』を磨くことでしょう。 
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うーん、そうたいして大袈裟なものでは

ないです。大学でフラッと 4年間過ごす

のもあれやとおもったから、文化系か体

育会系かどっかのクラブに所属したい

なと思っていたんです。文化系があまり

パッとしなかったので、弓道部がちょう

ど商・経学部から道場が近くにあったの

でやってみようかなと思った。関西大学

はスポーツがかなり力が入ってて強か

ったんですけど、その中で全く経験がな

くてできるスポーツというのがそうな

いもので、全く経験が無くて出来るスポ

ーツは弓道でした。高校からやっていた

人はごく稀だった。そういう点では入り

やすかったというか溶け込みやすかっ

たのが動機やったと思いますね。 

「経験者初心者の割合はどうだったの

ですか？」 

最後まで残ったのが 7 人か 8 人だった

と思うんですけど、初心者が 5人、経験

者 3人だった。経験者は関一の人ばっか

りだったので、方々から経験者が入って

きたというのは我々の学年ではなかっ

たですね。 

「スポーツ推薦のようなものはなかっ

たのでしょうか。」 

なかったですね、弓道部に関しては。 

「経験者は中谷さんを聞いているので

すが、他は誰が経験者でしたか？」 

後藤、西村、中谷の 3人だったねえ。最

終的に後藤がキャプテンになったとい

うことです。 

「3人とも関一の方ですか。」 

はい。それから、後藤は熱心で最終的に

キャプテンを務めて、それから弓陵会の

OB会長も長く務めていたよ。 

 

「お会いすることもあったのですか。」 

もう亡くなりました。なかなか熱心な男

だったんだけど、残念なことに、亡くな

ってから 10年以上になるのかなぁ…… 

 

「後藤さん以外の方には会う機会があ

ると聞いたのですが。」 

あの、中谷に聞いた？なんか言ってた？ 

「去年はコロナで会えなかったけど、そ

れ以前は年に一度会っていたと聞いて

おります。」 

よく会ってましてね、それが唯一の楽し

みだったんですけども。年齢のこともあ

るし、一番コロナというものが中止の原

因となっておるんですけども、また呼び

かけてコロナが収まったら会いたいと

思っておりますけどね。80 歳過ぎると

ね、思うように体が動かなくて、約束し

てもドタキャンになったりするのがあ

りますのでね、大変ですわ。 

 

 

それがねぇ。ほとんど記憶が無いんです

わ。2代目は学園内で畳の部屋がありそ

こで和気あいあいと語り合ったね。正門

から 150m くらいのところにあって授業

の合間に行くにはなかなか便利な場所

だったんですけどね。。3 代目は入部し

た時より山奥に入っていって周りに何

も無かった。経緯は記憶が無くて。山の

谷間にあるようで、雨が降ると水が溜ま

ったりするような道場だったことは覚

えていますけどね。8人立ちが出来るよ

うなかなり広い道場になったんですが、

どういういきさつでそうなったかあん

まり記憶がないんです。 

「周りの様子はどんな感じでしたか？」 

最初のところは学園の中にあったとい

う印象。移転後はあのころは周りに何も

昭和 37年卒業  

近藤克治さん 
 

【役職】  主務 
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無かったわ。当時は聞かれたと思うけど、

道場に宿直の制度があったもんでね。山

奥の時はおっかなびっくりで、夜遅くね。 

「宿直の制度は初めからあったのです

か？」 

宿直は初めからありましたね。当時なん

で宿直するのかなってことがあったん

ですけども、まぁ我々若い頃は遊びの一

つような感覚で泊ってましたけどね。い

つからそれがなくなったのかそれも覚

えがないのだけどね。私らの時代はあり

ましたね。 

「私たちは宿直がない世代なので、あま

り想像がつかないです。」 

つかないでしょうなぁ。そういう制度が

あったということも、思い出の１つとし

て残っているんですね。宿直はどちらの

道場でもありましたね。不衛生な話やけ

どね、しばらくは布団も洗濯したことな

いようで黒光りもしていた布団で寝て

いたというような覚えがあるのですけ

どね。今の人では想像できんかもですけ

どね。 

「ご飯もそこで食べていたのですか。」 

食堂はついていなかったのでね、家や大

学前などで食べて行っていた。 

「着替えも持って行っていたのでしょ

うか。」 

着替えることもあまりなく、寝ていたよ

うな感じやね。パジャマに着替えるとか

そのようなことはしなかったね。とにか

くバンカラな時代だったものでね、衛生

面のこともあまり考えていなかったか

な。 

「楽しそうですね。」 

当時は当たり前だったかんじでね。衛生

面のことは今みたいに言われることが

なかった。適当に朝起きて洗面所もなか

ったですから外で顔を洗って、というよ

うな感じだった。60年前の話だから、そ

んなようなもんですよ。理屈じゃなくて

ただ惰性でやっておったという感じ。そ

れに対して一々批判するとか改善を要

求するなど考えなんだ、ね。 

 

 

試合が近づくと時間を決めてみんなで

合同練習をしていた。通常は時間がある

時に行って弓を引くという形。制約はな

かったようですね。あとは週一程度、学

内に師範の方が来られるとみんな集合

してみてもらう感じでしたね。自由でし

たけど、絶対服従で言われたら「はいは

い」と聞く。当時は大半の者が未経験で

入りましたからね、未経験で弓を引くと

いうのはなかなかさせてもらえなくて、

3ヶ月から半年の間は巻藁に向かってば

っかりでね、実際的前に立ったのは半年

過ぎてからで、時間がかかったという記

憶がありますね。高校からの経験者は的

に立つのが早かったが、それもあんまり

苦では無かったですね。最初のうちはま

ともに飛んでもいかないのでね。先輩の

許可がないと引かせてもらえなかった。

当時は的前の炭の皮を剥いだような屋

根だったので、まともに安土へ届かず上

へ飛ばして蛍光灯にあたり割れて怒ら

れた記憶がある。まともに飛ばせるのは

時間がかかりましたね。 

「当時はだれが初心者を指導されてい

たのですか。」 

それは上級生ですね。巻藁に向かって射

るにしても何にしても。ある程度的前に

上がって射れるようになって初めて森

川先生に教えてもらうと。1年生で教わ

るのは少なく、2,3年生から指導しても

らっていましたね。1年生の最初から教

わる制度は無かった。今でもそうじゃな

い？ 

「はい、最初はそんな感じです。」 

経験して入ってくる人は別にしてもね。 

 

50年誌も発行されましたよね。 

後藤が中心に平成の 14 年頃に作られた

ことと、新しい道場ができた時に 62 年

の軌跡という小冊子が昔からのやつを

まとめてくれておりますので、それを見

てあの頃のことを思い出したので、立派

なやつで感謝しておる。弓陵便りも非常
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にユニークな冊子でね、なかなか弓以外

も大変な仕事もやっているなぁと思っ

た。見てたら、森末先輩とか色んな先輩

の当時のことが載っていたり、木崎とか

横木なんかも書いてあって思い出しと

るということでね。我々がいまさら言う

こともなく、当時のことが語られておる

なぁということでね。発足当時はそんな

ことも考えたこともなかったんですけ

どね。温故知新ではないけども、受け継

いでやっているのが非常に嬉しく思い

ます。 

「弓陵便りで良いと思った企画はあり

ますか？」 

現在の状況、部員の生活、過去の先輩の

いろいろなお話等は非常にありがたい

と思っております。私自身は、実際あま

り弓で活躍はしておらず、裏方中心でま

わってマネージャーの方の仕事が中心

になっていたもので、練習が疎かになっ

ていた。遠征、試合前のスケジュール調

整、師範との打ち合わせをしていた。そ

ういうのが主体の仕事になって、競技す

る連中もそっちで頑張っていたが、試合

で引くことはごくまれだったね。 

「鳴きはありましたか？」 

それは当然ね、そのために弓引いている

んやからね。看的はあったと思います。 

「やられていましたか？」 

それは 2回生の時はやっていて、3回生

から主務として取り組んでいた。ただ、

記念行事みたいなので、三十三間堂で京

都に行ったことは覚えてて懐かしく思

ってる。 

「三十三間堂はあったんですね。」 

成人の日でね、当時は決まって毎年 1月

15日にあったので、登録して引きにいき

ましたね。 

「袴はカラフルだったのでしょうか？」 

道着で引いていた。今みたいに女性がた

すき掛けで引くというのはなかったね。

ほとんど男性が主体で引いていた。もし

女性が引いていても競技用の袴で引い

ていましたね。 

当時の仕事柄、合宿の段取りなどが仕事

の主だった。とにかくあの頃はほとんど

お金がなく、足りない時は学校からの割

り当て金を利用しながら合宿に参加し

ていたんです。学校から出るお金が間に

合わなくて、引き下ろしなしで合宿に参

加していたが、1週間たってもお金が届

かず、合宿中にお金が間に合わなんだら、

一人皿洗いでもして残ってお金とどく

のを待つつもりでいました。最終的に、

1日前に上回生の人にお金を引き下ろし

てもらい帰ってきた覚えもありまして

ね。いろいろとそういう面では大変だっ

たなぁ。 

「金銭面が厳しかったのでしょうか？」 

個人的に部費を集めたり、先輩からの寄

金だったり、体育会からの寄金、そうい

うものを集めてやりくりしとったと。お

金は無かったけど、そういうことでくよ

くよした覚えはなく、なんとかなるやろ

うという気持ちでやっていた。性格的に

のんびりしていたのかなぁというのも

思ったりするんですよね。競技のエピソ

ードよりもそういうようなものが印象

的。 

「部費はどれくらいでしたか？」 

それも覚えていない。今の時代とは違っ

てましてね。例えば、夜の森川先生から

の指導の時に、役目で大学の駅から道場

まで案内してきてもらった。終わったら

20時から 20時半に駅まで送っていって、

駅前にうどん屋があって、先生に食べて

もらっていた。当時で、キツネうどん一

杯 30 円もなかった。我々には豪華とい

うことで素うどん 20 円を食べていた。

そのくらいの単位のお金でしたね。経済

的なことは今とは違うかったと思いま

すね。学食のうどんは素うどん一杯 10

円でしたものね。先生にはちょっとまし

なところで少し高いものを食べてもら

っていたという覚えがある。 

「うどん屋さんは駅前に？」 

当時の駅名は大学前やったけど今は関

大前に変わったね。当時は大学名がない
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駅やった。たいてい日本の大学前は大学

の名前がねついているのですけども、た

だの「大学前」というのは阪急のあそこ

だけだったんじゃないかなぁ。そこの踏

切越えたところにうどん屋はあったん

ですけども、今はないでしょう？ 

「今はないですね。」 

今はないでしょうね。 

 

創部 50 周年の時に記念行事があった時

に出席し大学へ行ったのが最後だった

かなぁ。20年前くらいになるかなぁ。同

期の濱渕くんと一緒に出た。その時も一

個上の佐竹さんという有名な先輩もお

って、今はもう亡くなられておらへんの

やけども、当時は怖い先輩って言って下

山さんも最後に会ったかな。下山さんも

亡くなったんかな？ 

「お亡くなりになってます。」 

下山さんとか田中大二さんとかね、あの

頃の関大の弓陵会創設の方々の覚えは

あります。そういう方々との年賀状のや

り取りはしていたんですけども。今は亡

くなった方も多いし、80過ぎたら年賀状

取り止めとかの挨拶状が来たり、そうい

うやり取りもほとんどなくなってきま

したね。森末さんも自分が 1年のとき 4

年だった先輩やったけど年賀状のやり

取りをしていたけど、向こうから今日で

年賀状のやり取りを辞めますと来て、そ

れだけの年ですかな。それと多い・少な

いあったが、毎年入ってくる部員が 7,8

から 10 名程度だったんですけども、男

女別れるような今のような人数はいな

かったもので。それと、2個上の昭和 35

年卒は誰もいなかったんですわ。空白と

いうか部員が 0やった。私たちが入った

時は三年生がいなかった。空白は戦力的

に相当ダメージがあった。それ以降はそ

ういう年はなかったんですけども、動き

に支障があって、ブランクを他の学年が

補わなければならなかったことがあっ

て、裏方の仕事も 1年余分にやったとい

う記憶があるんです。今はそんなことな

いでしょう？ 

「今は一回生が 28人います。」 

すごいねぇ。弓道に対する認識が日本の

武道という中で最も礼節に近い、そうい

うところが日本人に心に合った競技な

のではないかなとそんな風に思う。今の

人にも共鳴するところが多々あるので

は。それと要するに射形というか、弓を

引く姿勢が弓道八節の基本にあるんや

けど、いたずらに、格闘技みたいにしゃ

かりきにではなく、紳士のスポーツとい

う格好であるから皆さん共鳴する所が

あるのではないかと。的中率に血眼にな

ると、和弓の的中率なんかは洋弓の的中

率に比べたらはるかに落ちるものでね、

的中だけ考えていたら今の弓道の姿勢

はかなり変わって来たのではないかと

思う。会に入ってから離れまでの動作が

理にかなっていなければ的中はできな

いと。的中率のために弓の長さや強さを

変えるというのは現実的にはできない

というわけで、一定の決まりの範疇で行

う競技ですわね。だから的中率だけ考え

ていたら今の弓はなかったと思うんで

すけども。そういう礼儀・作法の上で競

技があり、奥ゆかしさのある弓道になっ

ているのでは。 

「今も弓道部は射技にこだわっていま

す。」 

だからとっつきにくい面もあるんです

がね。私も卒業してから、弓を引きたい

と思ったりしたが、引くところは近くに

ないし、自分で作るほどの熱意もなかっ

たということで、多少のやりにくさは今

でもあるんですけどね。卒部してから弓

を引く機会はなかなかないですよね。私

らの先輩の中でもごくわずかしかいな

かった。卒業してからも引いて国体に出

て、という方は少ない。聞いていると思

うけど、佐竹さんが高知から出てきて帰

ってから高知銀行へ行ってもずっと弓

道やってて、国体にも出て毎年活躍して

みえた。そうした国体に出て活躍したご

く稀な方だった。岐阜国体で会った時に

ちょうど競技場が近くだったもので、話

をした覚えがある。そういった方は稀の
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中の稀ですね。 

「卒部したら離れてしまう人が結構多

いですね。」 

そうですね。そして何十年か先になって

あの頃は楽しかったなあと思い、会って

話をすることになる。4年間の思い出だ

けどより印象に残っておるもので、また

会おうかということになる。おそらく今

の現役の連中もそないな人が多いんじ

ゃないですか。卒業してからでも、弓道

はやってないけど、一杯飲むとか、旅行

に行くとかやっておられる方が多いと

思います。 

「それは聞いたことがあります。」 

それもかなり年月が経ってからやけど

ね。中谷さんと話したということで、

我々も同期の連中 5-6 人でで毎年近場

で寄り合うことがあるんですけども。そ

れも、コロナがあって一年間……今年も

会うかわからない。そないなことがあっ

て、えらい目に遭ってますわね。あんた

らもどうなの、コロナの関係で練習とか

かなり制約あるんじゃないの？ 

「あります。」 

全く、4年の中の 1年がそのような状況

で思うようにできないというのは非常

に大変だと私も思います。 

「3,4か月全く道場に行かず離れていま

した。」 

学校は学校行かずに授業もリモートと

かパソコンを使うことが多いの？ 

「はい。文系はリモートが多いです。た

だ、理系は授業受けているところもあり

ます。」 

大変やなぁ。早くコロナが解決せんこと

には、今までの行事ができないどころか、

社会生活も多く変わって来ましたから

ね。あんたらもどうにか、乗り越えて頑

張ってほしい。 

 

弓を 4 年間引くというのは変わった人

じゃないと全うできんというか、個性が

強い連中の集まりではないかという印

象は持っております。 

例えば弓を極める、徹底してやるという

のは現実にはなかなかないと思うが、和

気あいあいというのと仲間意識を持つ

というのと、上下関係の規律をわきまえ

るなど弓道を通して勉強出来たなと思

います。そういう意味では非常に良い思

い出であり、後悔するようなことはなに

もないですね。 

「個性が強いというのは今もあるので

共感ができます。」 

それがあるというのはいいことだと思

う。やっぱり団体生活を 4年間送るとい

うのは、人間形成の上で非常に大事やと

思いますね。 

足袋というのは意識したことなかった。

学生は足袋を履かなんだと思うんだけ

どね。かえって白足袋はキザで、滑る可

能性も強いし、足袋に対してこだわらな

かった。そんな足袋に対する記憶がない

ですね。足袋を履かないから弓を引けな

いということはなかったですね。 

「裸足か足袋だったということでしょ

うか？」 

写真見てもみんな履いてる？昔の人。 

「横木さんから頂いた写真は黒足袋の

ものでした。」 

それも費用のうちやからね。素足ででき

るなら素足の方がお金がかからないと

いうことにならへんかな。競技で規制が

あった訳でもなかったと思う。ほとんど

の男の人は夏袖でね。袂がある人がたす

き掛けでやるといった仰々しいものを

見たことがなかったし、学生はそういう

ものじゃないかな。服装も寒暖によって

変えていた訳でもなかった。白足袋を履

いて「あかんぞ」と注意も受けたことも

なかった。 

「今は必ず白足袋着用しています。」 

競技もみんな足袋履いてやってる？よ

その大学も？ 

「東京の方は裸足のところもあると聞

いています。」 

そりゃあ足袋履いた方がスマートとい
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うか、上品に見えますわな。 

 

弓は竹を張り合わせたもの、両方から張

り合わせて中央に木を入れて籐で巻い

たもの。弓の長さも決まっておりました

けども。今はカーボンが多いの？ 

「今はカーボンかグラスファイバーで

すね。」 

ましてや矢はあの頃は竹でしたね。だか

ら竹の方が高かったね。今はカーボンで

しょ？ 

「カーボンは高いので一部の人だけで、

大半はジュラルミンです。竹矢は会長し

か見たことがないです。」 

矢の羽がね、羽は鶏とかで、ワシの羽は

ものすごく高かったけども、学生はそん

なやつは使ってなかったと思うんです

けども。要は竹が主体だったかな。かけ

は鹿皮で高かったかな。あまり覚えてい

ないが、かけは 3000 円ぐらいしたんじ

ゃないかな。 

みんなちびって、羽もほとんど擦れてな

くなったやつでも使っとったんでね。 

「鶏の羽は初めて聞きました。」 

きじの羽も見かけたことがある。それが

いいのか悪いのかあんまり…… 

こだわりはあんまりなく、売ってるやつ

でこれ高いな安いなで買ってきて使っ

てた。 

「どこで購入されましたか？」 

私の頃は阪急十三の猪飼さんか。あそこ

が主だったね。学校の行き帰りでたまに

寄っていたね。まだ猪飼あるの？ 

「あります。ネットでも展開してます。」 

ネットの方がやすいんやないん？ 

「変わらないですね。」 

そういうことも 60 年経つとあまり記憶

にないというか。今も扱ってたら覚えが

あるけども、実際は家には弦のない弓を

弓巻きで巻いて床の間に一本置いてあ

るくらいでね。それも弦をはったことも、

引いたこともないしそのまま置いてあ

りますわ。 

「その弓は当時のものですか？」 

そうです。弓は自分で買いましたね。道

場にあったものを勝手に使ったりもし

ていたね。「ああ、これいいなぁ、俺に合

うなぁ」ってね。まぁ強い弱いがあった

もんでね。その人の力加減で好きなやつ

を使っていた。古道具屋でちょろまかし

てきて買ったのも置いてあったりして、

それこそ昔の武士が使っていたような

弓も見たことあったが、強すぎて引き分

けが出来ないくらいの強い弓が道場に

もおいてあったような気がしたがなぁ。

使う人がおらなんだけど。 

「武士が使う弓はカラフルなイメージ

がありますが……」 

いや、そんなんじゃなくて、塗りはいい

塗りがしてあったような覚えはあるん

やけども、越前の朝倉家の弓やっていう

のを聞いた覚えがある。 

 

回生名はなかった。特殊な名前を付けた

覚えはないし、連絡用に使っていたとい

うことはないですね。弓陵会 37 年卒と

いう感じ。 

 

関大の部歌はないと思うよ、私らの頃。

学歌と逍遥歌中心だったと思う。それ以

外の歌、弓道部の歌は聞いたことがない

な。 

 

50年史に書いたこと以外は特に…… 

伝説的な人があちこちにいるが、山本利

秋さんとか我々の 5,6 年先輩も現役の

時には会ったこともないが、伝え聞いて

いる程度。一年先輩の佐竹さんも長いこ

と続けて一個上がいなかったこともあ

り、中心になって弓を引いていたし、な

かなか大変な偉い人だったという記憶

がありますね。それと、下山さんも元気

がよく怒られたりしたし、同期の後藤紘

一も面倒見が良く、卒部後もかなり部の

ために骨を折ってくれていたのを感謝

しておりました。だから卒業してからで
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も彼から関大弓道部の話を聞いていた

ので安心していたんですけどもおらん

ようになったものでね。今は送ってもら

ってる弓陵便りが中心になっておりま

す。いずれにしてもね、80歳超えた連中

はいつ死んでもおかしくない連中が多

いから、参考にはならないと思いますけ

ども。この歴史を繋いでいってくれる若

い人が出てくるのを期待しております。 

 

4年間は人生で言うとあっという間の時

間だと思いますが、その期間を楽しく、
充実した日を送ることを期待しており

ます。そういった意味ではコロナの一年

間というのが気の毒に思いますけども、

コロナにもめげず、負けずに頑張ってほ

しいと思います。 

 

取材日 2021/3/29 

取材者 三回生 酒井美咲 柴田妃菜 

二回生 萩野晃太 折戸千紘 
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１.田中大二さんについて 

田中大二さんが弓道を始められたきっかけ、弓

具について 

「田中大二さんが弓道を始めたきっかけや目標

は何でしたか？」 

 

それはですね、みなさんのご期待に添えないか

もわからんのですけども、高校の時にテニスを

やってた、軟式テニスを。で、もう当然関大行っ

たらテニスをやろうと思ってたんです。で、まあ

テニス部へ行ったら、100人以上いるわけや。現

役だけで 60 人くらいおったんかな。で、2 面く

らいしかコートがないのに、それだけのやつが

練習せなあかん、それでその中から試合に出れ

るいうたら 10人おるかおらんかでしょ。もうこ

んな所あかんわって思って、絶対にレギュラー

になれるっていう自信もなかったんよ。 

で、どないしよかな〜って思って学内をぶらぶ

らしてたら、露天で巻藁を引いてる人がおった

のよ。で、これは何かいなと思って聞いたら、弓

道同好会で新しい入学生がおるから、そこから

募集して部に育ててという事で、おまえもやら

へんかという事になって、そんならやらしても

らいますわと言うて、即弓道部に入ってん。 

それでまあ色々、授業のない時にとにかく巻藁 

に行って巻藁ばっかり引いてたんやけどもね、

まあおもんないやん。巻藁ばっかり引いてたっ

てね。 

 

「そうですね、やはり的前で引きたいですね。」 

 

それであの一応道場らしきものを作ろうかとな

ってですな。安土と射場とを土で盛って作った

んや。それでねその時に俺ら一年生が 6 人入っ

たんかな。で、そのうちで 1 人が有段者やって

ん。京都の堀川高校、そこで弓引いてたやつがお

って、小谷言うんやけどもね。そいつが有段者、

初段やってね。そいつを含めて 6人。あとの 5人

はほんまに素人。で、弓も矢も弽ももちろんない

しね。弽なんかは２つくらいの弽を持ち回りで、

弓も 2、3本くらいしかなかったし。」 

 

「人数より弓具の方が少なかったということで

すね。」 

 

そう、全然なかったからね。それでまあなんとか

やり出して、それでも半年くらいまでには一応

弓具も自分持ちでね、みんな揃えた。で揃えたん

はいいけども、弓なんて手出えへん、高かったか

らね。で、これは貸し借りしながら練習はしてた

んやけども。いうことで練習の合間にね、あちこ

ちの古道具屋を探しに行ってん。天六(天神橋筋

六丁目)とかね、それから難波に、そういう古い

のがあって、でそんなとこに行って弓拾い出し

てきたんや。 

 

役職について、戦前 OBとの決別 

「田中大二さんは主務をやられていたというこ

となのですが、今現在関西大学弓道部の主務と

しての主な仕事は、対外試合、他校との練習試合

を組むなどの、そういった外交官的な役割をに

なっているのですが、田中大二さんの時代は変

わりないでしょうか？」 

 

主務やけども、部に金がないから、遠征とかああ

いうのする時に 1 人でも行くのがやっぱ金いる

から、主務でも練習して俺はレギュラーなる言

うてやってん、俺は。ほんなら別に 1人行かんで

も主務で間に合うからな。で練習しました。それ

で試合もだいぶ出してもらいました。 

もちろんその外交が主やねんけどもね、部の方

はできたとこ。同好会から正式なクラブに昇格

して、で榎本先生呼んできて部長(顧問)作って、

それから今度は経商学部の事務やってはった松

岡さんにも手伝ってもらって新しい道場建てて

S32年卒部生 田中大二さん 
戦後再創部時代の生き字引。 

 

関西大学体育会に昇格した S28年に初心者として入部。主務と

して弓陵会発足や初の合宿開催に大きく貢献された。 

 

引退後もコーチとして弓道部に関わられた。 
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貰おうということで、まず運動を打ち出したわ

ね。でその時からあのもうほとんど外走り回っ

てたね。というのは古い先輩を探し出して、戦前

の OB、そういう古い先輩を探し出して、お金を

もらおうと思ってな。で名前を経商学部のあれ

で調べたら、この人が弓道部におったいうのが

わかって、その先輩のとこに行ったんやけど、昔

4年制の学部言うのと 2年制の短期大学とあった

んよ。それがおんなじ弓道部で練習するから、こ

れになるわけやな。で卒業しはってからも、その

先輩らは OBとしての値打ちがなくなって、行っ

ても怒られることばっかりで、どこ行っても文

句言うことばっかりで。 

 

「それは戦前の OB の方々ということですか？」 

 

そう戦前の OBの人々。で部の運営にまで口を入

れてくる人がいてるんでね、この際悪いけども

戦前の OBを切ろうゆうことになった。それから

俺らもやっと関大で弓道部作って、でほんまに

赤ん坊みたいなよちよち歩きのもんが昔の先輩

捕まえて、あんたら辞めてくれってもうほんま

に言いにくかったけど、これからの部のこと考

えたらね、絶対にあかんと思って。上の先輩がや

ってくれてたらよかったんやけど、その人らは

今の部を作るのに一生懸命やったからね。それ

が基礎になって俺らがもらったから。それでや

ろうかってなった時に、うちの代のキャプテン

(S32 卒 奥山実さん)はアーメンするぐらいの信

心深い人やったから、そんなことできひんやん。

で 4 年制の学部の人と 2 年制の短期大学の弓道

部の人との先輩、ちょうど割と近い場所に居て

はってね、で寄ってもらって。悪いけどもこうい

うことになりましたんやって言うたら、まあそ

れは怒るわな。えらい怒られたけども。これだけ

はどっちにも引けませんと、ピッと切らしても

ろうたんや。それが今ええ方に向いているとは

思うけどね。そりゃあ、あの先輩もやっと自分ら

がやっていた弓道部ができたということでな。

まあ昔と今はやっぱ違うやん。今ももちろん違

うけどね。それもようわからんと文句ばっかり

言われたんで、もうやめさせてもらいますと。で

奥山にも俺 1 人で行ってくる言うて、悪い者は

俺 1人なったらええんやないかと思って。 

 

「大二さんが戦前の OBの方々に直接お会いして

断りを入れたという感じでしょうか？」 

 

そう。ほんでもうえらい怒られて。まあその代わ

り、そや、その人らが、「まあええわ自分らがや

かましい言うたから悪かったかな…」言うて。他

の先輩も 10人くらいいてはったわけやもう。古

い先輩がな。その人らはやっと OB会(弓陵会)で

きたんか、ええなー言うててね。それが気の毒で

ね。多分そんな息子か親戚の人が後から入って

くるかもわからへん、それはわからんけどね。で

そういうこともやりました。もう本当に嫌やっ

たけどね。 

 

「それが主務としての仕事だったんですね。嫌

われ役を買って出るというか。」 

 

そうそう。主務言うんのはね、なんちゅうたらえ

えんかな。縁の下の力持ち。でキャプテン(S32卒 

奥山実さん)がこれで大人しいから、代わりに言

わなきゃいけん。で副将も初段を持っとるから、

他はまだ段なんて持ってなかったから言えるわ

けや。実技、技術については言えるわけや。運営

とかそういうことになると、やっぱり今度は「俺

はもう射に専念する」とか言うてみんなと一緒

にやりよるからね。だから一番損な役回りでは

あるけども、やりがいはあるしね。3年目に松山

へ夏合宿に行くのに、当時大阪府連会長の矢野

一男先生がうちの顧問やったからね、そういう

先生の紹介状を持って松山の一色先生のとこへ、

みんな範士やそういう先生は。でそういう先生

のとこへ行って頼んで「道場お借り出来ません

か。」と言う。 

 

「それも大二さんの、主務のお仕事だったんで

すね。」 

 

それでなんとかありがとうございますと、悪い

ことは決して致しませんと言うて、で借りて、今

度は弁当屋も探さなあかん、やっぱり。旅館へは

泊まるんやけどもね、そこは朝晩出るんやけど、

昼まで飯食えん。で、仕出し屋探さなあかん。で

そんなんも紹介してもらって。夏の合宿の時に 1

人で行ったわけや、松山まで。で宿決めてね、や

っとそのまま決めて、今度昼飯の担当にすんの

は県(府？)連会長から紹介してもらったとこへ

行って、ここでやってくれいうことを終わって、

今晩帰りはんのか言うから、いやいや今日は帰

りません、と一晩泊まって明日帰ります。で、ど

こですか？言うからこの宿屋です言うたら、こ

の宿屋心中が出ましたよって言われたのよ。も

う嫌やろ？ 

 

「災難ですね。」 

 

そこの部屋に一部屋入る、もう怖くて寝られへ

ん。もう朝まで起きてたよ。今度はその宿屋で昼
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飯食うてる間に今度はね師範の矢野先生の懐中

時計だけ盗られてん。それが盗られて、で松山城

行ってみんな全部調べられんねんで。自分らで

盗るはずがあらへん、だってそんなことあかん

言うて盗られへん言うて、それでも全部調べて、

それもマネージャー(主務)の仕事。 

 

「激務ですね。でもやっぱり大二さんの代の、主

務の時代といえば初めてのこともとても多かっ

たですよね。」 

 

みんな初めて。松岡さんが経商の事務所にいて

たから、だいたい段取りわかってくれてるから、

おいお前ここやここ行ってこいとか言うたらや

ね、合宿行くのに電車出さなきゃいけない。で全

部の切符安く買える学生割引の証明もらってこ

なあかんくて、そんなん全部集めてきて、今度は

現役から金集めてそれ持って切符買いに行って

やらなあかんわね。そんなんばっかやったね。そ

れもまあ楽しかったね。一生懸命やって。やれた

ということでね。満足感はおっきいわね。第一回

の合宿は岡山行って、で松山が二回目、三回目も

松山行って、四回目が岐阜かな。岐阜では帰りに

トヨタ自動車と試合しに、愛知か、愛知やなあれ

は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.当時の戦績や他大学について 

当時の戦績について 

(以下、関西大学弓道部の半世紀 p.158〜160参照) 

「当時の戦績について詳しくお聞きしたいです。

こちらに『弓道部の半世紀』という資料を持って

きました。こちらに『第三回全日本学生弓道選手

権大会準優勝』と書かれていて、まずこちらにつ

いてお伺いしたいです。当時のメンバーについ

てご存知ですか？」 

 

山本なんかやね。下山さんはあの人は 32年まで

いてたかな。松岡、下山、山本、奥山、田中三郎

さんだったんちゃうかな。6人いたと思うんやけ

どね、誰だったかな。小谷も出てたかな？わから

んなー。西岡いうのもよく当たったんや。からこ

れ(西岡さん)やと思うけどなぁ。 

 

「わかりました。ありがとうございます。次リー

グ戦についてなんですけど、当時再創部された

頃から関西大学はリーグ戦に参加していたと思

うんですけど、当時の様子など聞かせて頂きた

いです。資料を見ると昭和 28年はリーグ戦最下

位なのですが、二代目道場が完成したとされる

昭和 29年には関西学生春季リーグ戦初優勝され

ており、その後の昭和 30年も準優勝されていま

す。この時の当時の様子など覚えていらっしゃ

いますか？」 

 

この時はね、それこそ本当に道場ができて、絶対

勝たなあかんと。士気も高かったからね。うん、

みんなでね、絶対勝とうと。そうでないと学校に

やかまし言うて(道場を)作ってもらったのに、

もう頭あがらんぞって、弓道部として大きな顔

して歩かれへんいうようなことでな。一生懸命

練習して。この時はまあ楽勝やったね。で奥山、

山本、西岡、それから小谷、多田、それぐらいし

かちょっと思い浮かばんですけどな。 

 

「現在リーグは男子は８人立ち、女子は 4 人立

ちなのですが、これは当時も変わらなかったで

すか？」 

 

いやいや 6人。6人立ち。もう１人は覚えてない

な。 

 

「ありがとうございます。この当時、関西学生弓

道選手権大会や全日本学生弓道選手権大会など、

色々な試合が増えたとお伺いしているんですけ

ど、それらはどのような様子でしたか？」 

 

うーんとね、割と気の弱い奴が多いんでね、いざ

言う時にはあかんかってん。 

 

「しかし、昭和 30 年の大阪府民大会では優勝、

第三回全日本学生弓道選手権大会では準優勝、

昭和 31年には山本利秋さんが個人戦準優勝され

ていますよね。」 

 

大阪府民大会は鐘紡でやんねん。第四回学生弓

道選手権大会、これは山本があとちょっとやっ

たね。早稲田の大野とね。 

 

当時の他大学の様子について 

「他大学の雰囲気についてもお伺いしたいです。

第一回夏合宿(松山)同期との写真 
後列右が田中大二さん 
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他大学も関大と同じく道場がないような状況だ

ったのでしょうか？」 

 

同志社も京大も道場を持ってたな。道場は狭い

んよ。で狭うて、天井から虫が落ちてきよんねん。

そんな道場やってん。同志社はそんなとこやし

ね。立命は道場なかったと思うし。鐘紡(鐘ヶ淵

紡績という衣類屋さん)とかそこ借りてね。あと

は天理は道場があった、天理大学。 

それからあの京都御所にある済寧館という弓道

場。それも 6人立ちぐらいやからね。もちろん社

会人の大会でも使うし。済寧館で弓引けたら本

当に本望やゆうことで、この中で全日本の試合

があった。で、こん時に奥山が全日本の委員長や

ってて、矢渡ししたんよ、ここで。で矢渡しをし

て、俺は付き添いで道場の隅で皿板の上に座ら

されて、あれは緊張するで。 

 

「その他他大学の交流とかありましたか？定期

戦が始まったのもこの頃とお伺いしたのです

が。」 

 

そうやね、天理。天理と同志社もやったね。立命

とはやってないと思うんやけどね。その小谷と

か我々の同期の京都の学校から来たやつは、や

っぱり京都の立命館の弓道部に入った人がおる

んでね、そんなんで割と定期的にはやってなか

ったと思う。練習試合はやるけども、定期戦とか

では基本やってなかったと思う。早稲田とはや

ってたけど。うん、慶応もやったかなぁ…。あん

まり記憶がないな慶応は。 

 

「この定期戦を組んだのも田中大二さんの主務

としてのお仕事だった？」 

 

それはもう外れとったよ。あと岸本いうのがや

ってくれてたからね。 

 

「わかりました。ありがとうございます。試合会

場の雰囲気なども教えて頂けたら嬉しいです。」 

 

あのねー、みんなどこの学校の部員たちも道場

の中ではもちろん絶対に騒がない。で、応援は必

ず正座でした、ということで。まぁみんな特別に

そのくらいちゃうかな。 

 

３.再創部から二代目道場完成までの軌跡 

再創部当時の苦労や様子について 

「田中大二さんは創部当時のいろいろ初めての

ことが多かった時代とお伺いしているのですが、

創部当時の苦労や様子などを教えて頂けたら嬉

しいです。」 

 

大学へ入って、同好会があると聞いて、それが部

に昇格して、でまあ言えば我々の代が初めての

入部生じゃないかと思うんですよ。でもちろん

先輩はいはったからね、その先輩というのは、松

岡さん、廣瀬さん、下山さん、それから鎌田さん、

奥西さん、田中三郎さん、そういうメンバーがい

たんですよ。で、我々が入って、でほんでこのメ

ンバーが分かれたんですわ。 

 

「分かれたというと？」 

 

上級生が割れたんですよ。喧嘩みたいな。喧嘩

してというか、派閥ができたんかな。で、鎌

田、奥西、それから田中三郎、これが抜けたん

ですわ。弓道部から抜けて。で、(資料を指し

ながら)後はこの人がマネージャー、キャプテ

ン、これ副将、それから、そうそう、それの体

制になったんですよ。(主将：松岡勇さん、副

将：山田浩さん、主務：広瀬隆之さん)その体

制の中に我々が一応入ってたわけ。我々が入っ

てきた時にはこの人らはもちろんおったんやけ

ど、途中で喧嘩別れしてこの人らになったか

ら。ま、我々はやむを得んわね。で、この連中

が後を継いでいったわけよ。でこれが経験者

(小谷次男さん)、弓のね。小谷つうのが弓の経

験者やったから。そしてあんまり中たらないか

ら、奥山がよう中たっていたから次のキャプテ

ン。で、副将。で、マネージャー(田中大二さ

ん)、と言うことなんですよ。で斎藤がサブを

やってくれてね、マネージャーの。でこれが二

年ほど続いたんですよね。 

 

「それがやはり分裂、三回生の分裂がやはり一

番苦労した話というか、困惑した出来事だとい

うことでしょうか。」 

 

だって我々にとってはね全部先輩だしね。下山

さんがやっぱり空手部におったからね。腕力強

いんよ。その人が割とその嫌なことバチーンて

言うんでね。裏話だけどね。そんなん皆にばれた

らいかんけども。人はいいんだけどね。怒ったら

ほんま怖いね。そんなんが原因やないかと思う

やけどね。 

 

青空道場時代 

「ありがとうございます。二代目道場が建設さ

れる前、その当時は青空道場、屋根のない状態で

の練習だったとお伺いしているんですけど、そ
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のときの練習の様子など、どんな風に練習され

ていたのか等お伺いしたいです。」 

 

青空の時の立ちは六人で、後ろは巻きわらが確

か二つあったと思う。で、巻きわらを背負うて、

その前に射場があって、それから安土を作って。

それもみんな作ったんですよ自分らで。で、雨降

ったらできない。で、大学祭の時にはテント借り

てきて、テント張ってね。この写真が学園祭の時

の。うん、これも。幕は学校から借りてきてね。

で、こんな有様ですわ。上は胴着、下はズボンの

やつおるし。これは(写真を指しながら)この当

時の二回生かな。 

 

「なるほど。本当に野外での練習だったんです

ね。」 

 

裏は、あのその安土の裏は雑木林だからね。せや

から矢が安土を超えると探しに行くのが大変や

ね。雑木林の中に入らんといけん。 

 

二代目道場建設時の苦労 

「次に二代目道場建設の時についてお聞きした

いのですが、お金の面やその頃一番苦労したお

話などありますか？教えていただきたいです。」 

 

その時はもう卒業してた。卒業いうのは、学校卒

業したいう意味。多分もう誰か。誰だったか…若

いのがやってくれたん思う。二代目道場は俺は

やってないと思う。お金回りは。 

 

「資料によると二代目道場完成は昭和 29年なの

で、田中大二さんが二回生のころだと思われま

す。」 

 

二回生かな？もっといっといたで。とにかくね

道場できて、キャプテンの奥山いうのが下宿し

とって、道場に下宿しとった。そういうことがあ

ったんや。うん。叔母さんの方に下宿しとったん

やけどね、そっちの方がええいうて。 

 

ろうそく矢について 

「青空道場の時代の話なのですが、半世紀(資

料)に面白い記事が載っていて。ろうそく射、暗

闇の中にろうそくだけを立てて、それで射込み

ををした、という資料を読んでとても興味を持

ったのですが、その当時の様子についてお話を

伺ってもよろしいでしょうか。」 

 

とにかくね、あの、手元も暗いんよ。電気はつい

とったよ。後ろ道路通っとたから。後ろの道があ

るからそこに学内の電気がついてたけども。で、

そこにまず的をおいて、で的おいて芯がここや

いうことにしてろうそくを立てて。ちょうど的

の芯にくるようにろうそくをおいて。でその火

を狙う。ろうそくの芯に中たったら(火が)消え

んねん。やけど横にささるとな、羽が燃えんねん。

それがやっぱ嫌やわな。なんぼ安い矢ゆうても

ね。ま学校の正体の矢があったからね。そんなん

でやってたけども。シーンとしとるしね学内、夜。

でろうそくが一本。一本しかおいてなかった。何

本も並べられへんから一本だけつけて。でこっ

ちからやるいうんはね、厳かな感じがしたね。誰

が言い出したんかね。やろうかやろうかと言う

ことでね。 

 

「ちょっとかっこいいですね。田中大二さんは

中りましたか？」 

 

いや、中ってない、中ってない。中たったやつお

らへんのちゃうんかな。中ったとしても絶対た

またまやな、あれは。狙って中るのはちょっとな

いと思うけどね。 

 

二代目道場の様子、どのように練習や雰囲気が

変わったのか 

「二代目道場が新築された後の様子や、さっき

もおっしゃっていたようにどのように士気が上

がったかなど、教えて頂ければ嬉しいです。」 

 

やっぱりあの、自分らの道場できたということ

で、その新しいのがねできて、あのみんなやっぱ

り張り切ったね。その頃うちのコーチにしろね。

みんなと一緒に。けどやっぱり道場ていう自分

らで守っていかなきゃならんものができると、

士気が変わってくるよね。でこっちも文句言う

のも嫌だわな。おまえら家(弓道場)を建てても

らって続けられんのんかいて言えるやんか。み

んな一生懸命にやりおるね。そんなことで(試合

を)有利な方に持って行くこと。せっかくやねん

から。 

 

「現に昭和 29年の春季リーグ戦では初優勝され

ていますよね。当時の弓道部の資料にも、『俺の

城ができた』と書かれてあって、とても士気があ

がっていたんだなと感じました。」 

 

やっぱり違うなと思うて。うん、ワッと上がった

ね、それは。 

 

「それと同時に宿直制ができたとお伺いしたん

ですが、田中大二さんの時代はどんな風にされ
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ていましたか？」 

 

ありました。怖いねん、ここで寝るの。二人一組

にしたんよ。ほんでさっき言ったキャプテンの

奥山がそこに寝泊まりするようになったから。

でも楽しかったね。夜、お月さんがでて電気全部

消して、お月さんの明かりだけで引いたことも

ある。練習するのにきちっと装束もつけてやっ

てね。で安土に中ると火花が散る。石が残ってる

から。そのころにろうそく射もやっていたね。そ

れでも結構楽しんでやってたけども。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.当時の人たちについて 

森川先生について 

「森川先生について。当時森川先生が監督に就

任なされたのが昭和 29 年とお伺いしています。

いまでも今の道場の上座に森川先生の写真飾っ

てあったり、森川先生の本、『私の弓道理論』図

書室においてあって、部員は読むようにしてい

ます。森川先生について何かエピソードがあれ

ば教えていただきたいです。」 

 

まず一番、初代の先生というのは三好先生でね。

この先生が七段？六段か。教士六段やってね。も

う年で、よたよたしとったんでね。そんで大阪府

連会長の矢野一男先生が森川先生を紹介してく

れはってん。ていうか推薦してくれはってね。で

若手やし、教士七段やったかな、その当時でね。

で、正式に来てもらって。ただあの三好先生とき

は正面やったのよ、我々は。で森川先生は斜めや

からね。そっから斜面に変わったんや。でも我々

は卒業するまで正面でいった。今更変えられへ

んから。せっかく狙いを覚えたのにということ

で。せやから最後まで正面でいったけど。矢野先

生も正面やった。小笠原流やからね。 

 

「流派は森川先生が就任された頃から斜面に変

わったということでしょうか。」 

 

そうです。初めはね正面でやってたんやけどね、

結局森川先生が斜めにしたんですわ。ここらま

で(田中大二さんの世代まで)がみんな正面やな。 

 

「森川先生のお名前は、どの代の方にお話を伺

っても出でくるお名前でした。」 

 

そうでしょ。ものっそいお世話になった。であの、

一生懸命に教えてくださってね。で、部を作り上

げた松岡さんと、それに賛同していったのが濱

田さん、奥西さん、田中三郎さんぐらいやね。で

そのメンバーと他に廣瀬さん。廣瀬隆之やった

かな。隆之さん。下山章さん。ほんで我々か。奥

山、田中、斎藤とかいう、その連中が森川先生に

ずっとついて行ったんですわ。で我々は最後ま

で正面。変えなかったからね。森川先生も無理に

変えなかったし。いつから変わったんかな、関大

の射。我々はずっと正面やった。これでも弓道三

段ですから。一年で一回ずつ受けて。二、三、四

でとったね。 

 

下山さん、松岡さんについて、その他発足当時の

部員について 

「同好会、部が発足時の会員、部員について教え

ていただきたいです。また、特に下山さん、松岡

さんについて教えていただきたいです。」 

 

あのー、同好会は、その頃の経商学部の事務局に

松岡さんという方がおられて。で、この人が同好

会をやり出したんや。松岡さんは、年が四つくら

い上やったんかな。四つくらい上で、学年は一年

上やったから。当時商経学部の事務員さんをし

てはって、学校に顔も利きはるし。で一応弓道同

好会の部室みたいなもんがあったからそれを弓

道部の部室にして。でそっから段々部として発

展させていったと。で、松岡、鎌田、これが一番

頭 2人。 

 

「下山さんはこの時まだいらっしゃらないんで

すね。」 

 

下山さんはもっとあとやね。この松岡、鎌田が同

好会を興したんです。でその後で廣瀬、奥西、田

中三郎、この 3人が入ったんですよ。でその後か

ら下山さんが入ってん。で、この鎌田さんいうの

も上手やった。 

 

青空道場時代の練習風景 
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「松岡さんはかなり行動力のあるお方で、2代目

道場の建設にも大きく関わられたと伺っており

ます。」 

 

そうそう。事務局にいてはったからね、学校の。

で、下山さんもよう当たった。だから初めは鎌田、

奥西やったのが、鎌田、下山が秋から副将になっ

た。 

 

「下山章さんについてもお話伺いたいです。他

にはエピソードなどありますか？」 

 

下山さんいうのは空手もやっててね。で怒った

ら怖いねん。だから下級生はピリピリしてた

な。下山さんにどつかれたらやっぱり痛いんや

な、やっぱり。ほんで喧嘩も強いねん。だけど

ね、中るんよ。だから副将で下山さんが大前や

ったんちゃうんかな。大前が下山さんで。三つ

弽で、独特の射をしてはったね。それから下山

さんにはよう怒られた。そのくせ自分もお茶目

でね。悪いことばっかしとったんやけどな。」 

 

「つまり田中大二さんを含む下山さん以外の

方々は三つ弽では無かったという事でしょう

か？」 

 

その方が(四つ弽の方が)楽やねん。特に引き分

けがね。ただ離れが難しい。でも慣れてしまう

からね。 

あとはね、山田さんとかここらの方の人は我々

よりも下手くそやしな。こんな人はもう眼中に

なかったね。松岡さんはもう上手い。この人が

いてはらなかったら、弓道部が出来てないから

ね。同好会を発足したのもまんま松岡さん。そ

れで松岡さんが経商学部の事務にいてはったか

ら、部長(顧問)がいるやん、弓道部にしたら。

で部長(顧問)誰にしようかいうことで、松岡さ

んに任してね。文学部の教授でね、榎本金次

郎、その先生を顧問に据えたんや。弓道部の部

長(顧問)。であの頃は(顧問の事を)部長言うて

たんやけども。それで形が整ったわけ、部とし

てのね。そこで一応新入生の募集をしようとい

うとこへ、俺らがかかったわけや、網に。で、

斎藤弘やな。あと、奥山実ね、これが牧師さん

やねんこれ。」 

 

「奥山さんは牧師さんだったんですか？」 

 

そうや。アーメンの。そやのに日本の弓引きやり

よる。俺らの時のキャプテンやけどね、で歳は３

つほど上やねんけどね、じゃけんど、物事は何で

もわかってるし、で中るねん。ほんで俺らの時の

キャプテンやってんけどね、でこれ(小谷次男さ

ん)は京都の高校で弓引いとったから初段をも

って入ってきよってん。これともう一つ、下級生

の中村っちゅうのも、中村みちおいうのも同期

やねんけどね、これが先入ってきてそのあくる

年に中村みちおいうのが来て、それも高校の同

期やねん。そやから素人は斎藤、もちろん龍見も

素人、安岡、原田、設楽、ここらはみんな弓初め

てです。もちろん私も含めてね。それでこれが当

時の弓道部に入った一年生です。 

 

山本利秋さんについて 

「ありがとうございます。続いて山本利秋さん

についてお伺いしたいです。資料には『第四回全

日本学生弓道選手権大会個人準優勝、25 本の射

詰の日本記録達成』と記されていました。その時

の様子なども教えていただきたいです。」 

 

早稲田の大野。これと一本競射になってね。森川

先生が大阪に帰らなあかん時間になったんです

よ。でちょうどこの最中やってね。大宮まで、マ

ネージャー(主務)の仕事だから森川先生を駅ま

で送って行って、30 分ぐらいかかった。で帰っ

てきたらまだやってた。びっくりした。挙げ句の

果ては二位やったけどね。これだけは誰も忘れ

へんの違う？だから半分以上見てない、俺は。先

生と一緒に駅まで行って、で森川先生と駅で『勝

ってたらよろしいな』とかいいながらバイバイ

したんやけどね。見てた方もしんどかったな、こ

れは。 

 

「射については綺麗な方だったんですか。正面

か斜面かなど覚えていらっしゃいますか？」 

 

もちろん正面。正面で、綺麗よ。年は同年代かな。

一個ダブッとんねん、山本が。学年が一個下。で、

綺麗な射するから先生からのウケもいいしな。

ほんまによう中ったね。きれいやね、射形が。見

てて、ああ中るなと思う。 

 

「個人的なエピソードとかありますか？先輩後

輩同士の関わりなど。」 

 

関わりはあんまり無いねえ。一期遅れとるから。

年はいっしょやと思う。本来なら同期やったは

ずなんやけど。大人しい奴やったしね。 

 

その他の先輩後輩エピソード 

「その他当時の先輩や後輩のエピソードなどご

ざいますでしょうか。」 
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なんでもかんでも楽しかったからなあ。宿直が

始まったときに皆喜んだけども結局一人で寝る

のが怖いいうのが多かった。で、起きてんやった

ら弓引いたらいいやないかいていうことになっ

たけども、中てたら怖いんよ。だから宿直すると

きは布団にくるまってもう寝るしかないわな。

で犬を飼ってたよ。弓道場で。残飯を餌にしてね。

おとみさんいう犬。『お富さん』いう歌が流行っ

て。あれ芝居かなんか、歌舞伎かなんかあったん

よ。お富さん。『死んだはずだよ、お富さん〜』

ていう歌があって。ほんでお富さんいう名前を

つけたんやけどね。 

 

コーチ時代のエピソード 

「田中大二さんがコーチを務められていた時代

に何か面白かったとか印象に残ったエピソード

ていうのはありましたか？ぜひ教えてくださ

い。」 

 

コーチをやらしてもらってたけども、自分では

とてもとても弓技に秀でてる訳でもないし、現

役時代によう中った訳でもないけどね。しかし

現役が勝ちたいためにものすごい努力をしてく

れることに感激したね。ほんとに関大の弓道部

を出て良かったなと、コーチやって実感したね。

一生懸命やん。それもみんなで仲良くやりなが

らね。俺だけ抜けたろかていう奴誰もおらへん。

みんなで団体で頑張ろういうのがね。 

 

「その気持ちというのは、大二さんが現役だっ

た頃と変わらず残っていたということでしょう

か。」 

 

そうやね。そういうのを引き継いでというのが

やっぱりね。まああのコーチで俺らのときはこ

んなだったぞとか言うけども。 

 

「宮本コーチ、猪尾監督(現在のコーチと監督)

はどのような方でしたか。」 

 

宮本とはもうちょっと離れているからね。あん

まり口出ししたらかわいそうだから。まあ一生

懸命だったから、とにかく。良い悪いは知らんけ

ど、一生懸命やって成績よかったらすぐに言っ

てきてくれるし。猪尾はあれ関大一校かな。 

とにかく関大入って、弓引いたことはよかった

わ。自分でね。自分の人生の中で関大時代ってい

うのはほんとに忘れられんことばっかりやけん

ね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.当時の関大や伝統について 

当時の関大について 

「これは弓道部の話ではないのですが、当時の

関大について教えていただきたいです。」 

 

まぁ私の場合は関大に憧れていたから、まず関

大通って(合格して)有頂天になってたね。で、文

学部へ入って、「文学的なことがやりたい」と。

文章書いたりするの好きたったからね。ラブレ

ター送るのも好きやったし。そんなんで文学部

へ行ったらええんかなぁって。大学と高校の違

いって何かなって思っていた授業もね、やらな

いかん事はやらないかんねんけど、強制されな

いやん。せやからそれが、悪けりゃ自分のほうが

悪いんやから、うれしかったね。やっぱりね、親

に金出してもーてんねんから、最低限の事はせ

ないかんからな。てゆーて、勉強せんと弓道ばっ

かやって、走り回ってたからね。それが、いずれ

役に立つし、弓道部で、学問よりも弓道部という

部を通じて得たもののほうが多かった。まして

マネージャー(主務)してるから、対外的な事を

次々片付けていくというのは、社会に出てから

すぐ直面する事やからね。そーいう点では社会

に出た時点で半分慣れてたわね。せやから同期

の人とはちょっと先に進めるかなというような

事があった。それはやっぱり弓やってたおかげ

やし、弓の精神いうのはやっぱり日本の武道と

いうものですからね。 

 

「やはり社会に出てから役に立ったことは、主

務としての経験という事でしょうか。」 

 

そうやね。一生懸命やるという事で。後、人をが

っかりさせないという事やな。 

 

「今も弓道をやっておられるんでしょうか？」 

 

いや、もうあっさりと引きました。 

二代目道場の前で 
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で、今吹き矢やってます。 

 

歌や伝統 

「弓道部の歌や伝統についてお伺いしたいので

すが、今弓道部では試合の後に逍遥歌を歌った

り、２人が前に出て、エールという舞を踊る伝統

があり、今も受け継いでいるのですが、田中大二

さんの時代にも逍遥歌や、エールはありました

か？」 

 

そんなんは、先輩から教わりました。で、合宿に

行って、風呂にみんな入りにいくときに、大きな

声で、「嵐つんざくー」言うて歩きながらね。そ

れも一つのピーアールや言うて。 

 

「エールなどはありましたか？歌っている時に

踊りを踊るなど」 

 

踊りいうかね、前哨と言うんかな？それを言う

人が１人いて、それを言って、アインツヴァイト

ライで歌に入って行く。それは大体マネージャ

ー(主務)とかね、副将が多かったね。 

 

「今はその前哨を２人でやっています。」 

 

そんで踊るわけやな。俺らはそんなん無かった

わ。１人でやってたね。 

 

「当時看的を出す時、鳴きと呼ばれるものはあ

りましたか？」 

 

「あたりー！」とは言うたことがあるけども。そ

れであの埃とか塵払いの、「進めー」言う時にこ

ういっぱい白い紙の付いた掃除するやつ。あの

布の替わりに、半紙を細く切って、「采配を振る

う」言うやろ。あれでやったことはあるね、「あ

たりー！」って采を出して。検見席からね。でも

全試合やないからね。記念試合みたいな時には

そんなんで、キャプテンが射手で、でまあうちの

場合俺がマネージャー(主務)で、横に介添えが

付いて、道場の隅で座るんやけども、検見席に行

ってね、当たったらこう采を振るんや、そういう

のが何回かあったと思うけども。 

 

弓◯会について 

「現部員は世代ごとに弓◯会という名前をつけ

て活動しています。そういったどう期間の名称

は田中大二さんの時代にもありましたか？」 

 

無いね。我々の代にはね。上はおれへんねんから

ね。(戦前の)古い先輩しかいてないと。その人ら

はそんなんやるとは聞いてないし。でも、我々の

会も、卒業も同期も”げんきかい”というのんに

しよか言うて。”弦”と”弓”ね。弦弓会と書い

て”げんきかい”というふうにしよかという話も

あったけどな。結局やってないわ。 

 

「面白い読み方ですね。」 

 

そやね。なんぼかあると思うよ。自分らの年代だ

けでね。愛称作って。 

 

現役部員にメッセージ 

まぁまず、勝つことや。うん。練習って勝つため

にやるんやからね。そんなん毎日練習してんね

んから、勝つ事。なんでや言うたらやっぱり、関

大の名前ね、伝統を守ってほしいんですよ。強い

もん。一応ね、今はどうあろうと昔はやっぱり強

かったからね。やからその伝統を守ってもらっ

てくれたらありがたいね。まぁ練習する時には、

いやいやせんと、「本当に試合に出たい！」とい

う気持ちで練習してもらえたら、それでいいと

思いますけどね。あとはとにかく勝ってほしい

ね。 

 

「分かりました。本日はお時間いただきありが

とうございました。」 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

大二さんにインタビュー中 
 

記念撮影 
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6.田中大二さんに頂いた当時のお写真  
田中大二さんからは当時のたくさんのお写真をいただきました！以下に今回の記事に入り

きらなかった写真を掲載させて頂きます。(一部いつのものか不明な写真あります。ご了承

ください。) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

取材日：2021/4/2 
取材者：三回生 森口渓太郎 
    二回生 萩野晃太 田中大輔 

第１回合宿(岡山) オフショット 

合宿帰り トヨタ自動車との練習試合の時の写真 
クロンボ踊り 

一回生は学園祭の時に 
体を真っ黒に塗るという伝統があったそうです。 

住吉大社 団体優勝 
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――松本さんは弓陵会との関わりが

あまりないと聞いていたのですが、こう

やってインタビューを受けてみようと

思ったのにはなにか理由はありますか。 

 

初めのうちはちょっと出ていたけど

商売をしとったから土日のはあまりで

られなかった。弓道部の催し土日が多い

やろ？ 

始めのうち、若いうちはようでとった

けど。だからその下山さんとか田中さん

とかあの人らはよう知ってんねん。 

下山さんはものすごい怖い人やった。

あなたは下山さんのこと知ってるの？ 

 

――会ったことはないんですけど、昨

年度のインタビュー記事の中で下山さ

んは怖い人だったと皆さんがおっしゃ

られていたので…。 

 

忘年会行ってもなあ ずらーとこう

並んで乾杯すんねん。冷やのお酒でズラ

ーと並んで 「かんぱーい」ってこう飲

むねんなあ。弱い人はいっぱい飲んだら

ぼてーて倒れてしもて。そんなときでも

なあ「俺の酒飲めんのかぁ！」って現役

の時でも一番上の先輩でなあ練習来て

もビクビクしとってなあ。 

田中さんはまあ楽しい人だったけどな

あ。コーチで大分長いことやっとった。 

 

入部のきっかけ 
――松本さんが大学から弓道を始めら

れたと聞いていたのですがなぜ大学か

ら始められたのですか？ 

 

関大一高から関大に上がって、関大一

高から法学部に入りたいって勉強して

法学部に通ったわけや。大学には行った

ら勉強せなあかんと思って、入学してし

ばらくクラブに入らんかってんけど、入

ってみて授業の時に行って 700 人から

800人おって、先生は前の方でしゃべっ

てて俺らは後ろの方で聞こえへんかっ

た。語学は成績とって単位も取らなあか

んかったから絶対出席してたんやけど、

普通の心理学とか哲学は出席しても全

然分からへんし、そのうち大学の授業っ

てこんなもんかいな、暇やな、これはク

ラブに入らなあかんって思った。それで

俺の同級生は春に入部したんやけど、俺

が入ったのは夏ごろやった。 

関大一高の同級生がおったから、あち

こちまわって「どれがいい？」って聞き

まわった。で、弓道部が一番走ったりし

なくてきつないし弓道部入ろうって思

って入ったんや。他の部活と比べて弓道

部が一番楽しそうだから入った。 

その時は 4 月から入った同級生の人

はもう的前に立っていた。俺は夏ごろ入

って、巻き藁からやったな。 

昭和 38年卒部生  

松本邦男さん 
昭和 38年度主将 

 

大学から弓道を始められる。 

 

第五回全日本学生弓道選手権大会で個人優勝 

他にも数多くの輝かしい成績を残される 
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――巻き藁からはじめてだんだんと

…という感じですか？ 

 

はじめは格好だけで、やっとこさ巻き

藁いかしてもらった。みんな道場で弓引

いとるのを見て「はよ引きたいなぁ」っ

て思ったわ。 

 

指導について 
――入部した当初はどなたに指導をい

ただいていましたか。 

 

 当時は後藤さんっていう僕らよりも

一階級上の人でキャプテン、関大一高の

時から弓引いとってな。同級生の木崎と

かも、高校の時から弓引いとったわ。田

中さんもその頃コーチで教えてもらっ

てた。 

 その練習の時にはな下山さんはしょ

っちゅう来ないねん。たまに来はんねん。 

――不意打ちでたまに来られるんです

か？ 

 

不意打ちで来はんねん。で礼儀とか作

法とかがたるんどったらものすごい怒

んねんな。 

 

――とても怖かったんですね。 

 

 めっちゃ怖かった。下山さんの顔見た

ら「こんちは！」って言うてな。はっき

り礼とかせんかったらもう怒られよっ

たわ。声が小さいとかな 「その礼のし

かたはなんや！」とかな。よう怒られと

った。 

もうあんたがたにしたら下山さんは

戦争も一回行ったかそんな人やったか

ら厳しかったな。僕らは下山さんが弓引

いとったとこはみたことなかったけど、

男前な人で、ぴしっとしてな。怖いって

みんな言うてたやろ？ 

 

――言うてましたね。 

 

 そういう存在の人やった。 

 

――下山さんが特段に怖かったという

感じですか？他の方はどうでしたか？ 

 

 他人は怖かったって言う人はそうい

なかったやっぱ下山さんが飛び抜けと

った。 

でも優しいなって人も別におらんかっ

た。そんなん感じたことないしな。 

あとやっぱり次怖いって言うのは森川

先生やなあ。 

森川先生は仕事終わってから来はる

から、一回か多いときは 2回くらい見て

もらってた。 週 2は絶対来てくれはっ

た。週 2はどうやったかなあ。森川先生

は物言うたら優しいけど態度は厳しか

った。いい先生やったわ。この先生のお

かげで関大は強くなったんやろうなぁ。 

 

――試合前とかも週 1 くらいのペース

で指導をいただいていたのですか。 

 

 試合前でも森川先生は試合って言う

のをあんま好きな先生じゃなかった。や

っぱり弓道は武道や言うてな。 中て合

いするものちゃう。それはしょっちゅう

言われとったんや。 

 

――試合で中てるというより正しい射

をするというような指導ですか？ 

 

 そうそう引く順番な。あれをきちんと

しないとあかん先生やった。だから中て

るというよりそういう動作をきちんと

せなあかん先生やったわ。だから中たっ

て喜ぶっていうのはあかんって言いよ

ったわ。俺ら若いときは、やっぱ中たる

のが面白いやろ？中てることに一生懸

命やってな。先生が、 

「それはいかんちゃんと射法八節をち

ゃんと守ってせなあかん」 

って初心者には特になそういうのに厳

しかった。 そんときにな佐竹さんって

いう僕らより三つ上くらいの先輩がお

って、その人も怖かったで。下山さんの

次に佐竹さん。佐竹さんは五段までいっ

てものすごく綺麗やったなあ。 
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――高知の方で弓道をされていた方で

すよね？ 

 

 高知県出身で弓引くのがものすごい

綺麗やってよう中りよった。まあ先輩や

ったらあの人もおった。俺らが入ったと

きにキャプテンやってん。 

 

的中率が伸びたきっかけ 
――いつ頃から的中率が伸び始めまし

たか。また、そのきっかけはありました

か。 

 

 2年生後半。中てるコツを覚えていて、

弓手から決めて引いて離れのタイミン

グに気をつけていた。 

 伸びていって、キャプテンに推薦され

たんは二年の後半ぐらいから。中りだし

てな。それでキャプテンの選挙があって

やな。あのときは覚えとるわ。 中たる

やつを選挙するのか、昔から弓道してる

やつをキャプテンにするのか上級生が

揉めとったわ。結局中たるやつをキャプ

テンにした方がええってなって結局後

藤さんっていうひとが 

「松本お前キャプテンせえ」 

って言われたときにびっくりしたで。あ

とから入ったのにな。もっと弓引く木崎

とか上田とかなそういう人が高校時代

から弓ひいとるからな。そんなんなる思

わへんくて入部したからな。 だけどそ

んとき選挙されておまえなれって言わ

れたらならなあかんねん。 

 

――上回生からの推薦でキャプテンに

なられたんですね。 

 

うん。上級生の何人かで誰がええかって

無記名で選挙しよったんや。でもそんと

きは遠慮しますもなんもあらへんかっ

たんや。「松本キャプテンやれ」って言

われたらもう終わりやな。そんときに副

将とか主務とか決めはったわ。それは副

将とか主務は同じ学年から選ぶってな

って木崎と三谷が副将で稲垣が主務。 

 

――逆にスランプはありましたか。 

 

おれはねスランプがなかったんよ。キャ

プテンなって試合なんかでよったらな

いつも落引きよってな。でなんかキャプ

テンなってからなあたりがだーっとだ

からほとんど試合でよったな。ほんで落

ででよって木崎とか角森は大前でな一

番最後俺やったわ。でその前が副将やっ

た。 

 

弓具について 
――当時使っていた弓や弽、矢などはど

のようなものを使われていましたか。 

 

 弓は大学に寄付したけどな。弽はずっ

と持ってたんやけど、いつの間にか失く

してた。俺の弽は皆と違って、控の部分

がものすごくフニャフニャやった。黒い

やつでな、初心者が使うやつや。離れが

よかった。固いやつやと離れが引っかか

ったりして難しい。 

 

――弓具類は猪飼弓具店で購入されて

いましたか。 

 

そうそう。まだ今もある？ 

 

――あります。 

 

弦はどんなん使ってる？ 

 

――今は、合成です。 

 

合成じゃなかったなぁ。 

 

――麻でしょうか。 

 

そう、当時は麻だった。高価で、切るな、

と言われていた。 

猪飼さん懐かしいなぁ。猪飼さん何代

目？ 

 

――2 代目か 3 代目だったと思います。 

 

そうかぁ。仕掛けとか教えてもらってた
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なぁ。 

 

――以前のインタビューで、横木忍さん

（昭和 38 年卒）から、当時は白色の足

袋ではなく黒色の足袋を履かれていた

と伺ったのですが、なぜ白の足袋はだめ

だったのか、その理由についてなにかご

存じですか。 

 

 知らん。そんなこと全然知らん。横木

はそういうようなことを言うようなタ

イプやったやわ。同じ法学部やったけど

な頭が良くて勉強ようしとったわ。 

僕なんか弓道部入ってから先輩に 

「袴はいて今からどこ行きよんねん」

「授業行きます」 

「何の授業や」 

心理学や哲学って言ったら 

「そんなん行かんでもええ」 

って言われてな行かされへんかった。練

習ばっかしてたから先生の顔知らん。哲

学なんか先生の顔知らんのにな試験受

けてな可でとったりしとった。 

そんなん引き継いでるからな俺らも後

輩できたときに後輩に 

「お前どこ行きよんねん。」「出なくても

ええ。」 

ずっとそんなんやなあ。 

 

土人踊り 
土人踊りって聞いた？ 

 

――名前だけ聞いたことがあります。 

 

体育会が大学祭の時に土人踊りってい

うのをするんやけどそれが有名やった。

土人の格好してみんな真っ黒けで墨塗

って校庭で土人踊りすんねん。有名やっ

てんで。土人踊りが終わったら豊津のお

風呂屋さんを借りて墨落としてお風呂

が真っ黒やった。練習もせずにぶっつけ

本番でやっほやっほ言うて、恥ずかしい

からお酒飲んで酔わんと出来なかった

わ。 

 

印象に残っているエピソード 
――弓道部で過ごされたなかで特に印

象に残っているエピソードがあれば教

えてください。また、松本さんの先輩、

同期や後輩の方に関するエピソードが

あれば教えてください。 

 

 副将と同級生が練習に遅れて来たこ

とがあった。その時にその同級生が悪び

れもせず勝手に礼拝ををして立ったん

や。 

「誰に許しを得て立ってるねん！」 

と大きな声で怒ったわけやけど、これを

きっかけに俺のことを怖いって言い出

したんや。同級生で遅れてこれだけ怒る

ということは、下級生に対してもっと怖

くなるのでは、と思ったみたいやな。そ

れまでは静かな方やったけど、怖いとい

う印象がついたみたい。 

それをきっかけに遅刻とかがなくな

った。 

だからだんだん関大弓道部が強くな

っていったけど、同級生がじゃなくて後

輩が強くなっていった。関学に試合で負

けた 2 年生(松本さんの 1 個下)のレギ

ュラー陣が何にも言うてないのにあく

る日に来たら坊主になっていたことが

あった。 

「なんでや？」 

と聞くと、 

「僕らの力が足りなかったからです。」 

って答えてびっくりした。負けたから

坊主にしたわけやな。これを見たその下

の 1 年生もすごいどんどん強くなって

いったなぁ。 

坊主にしてから、関西選手権とかで勝

ち始めた。良い影響やったんやな。 

俺がキャプテンの時に強かったのは、下

級生の根性とか態度とかに恵まれとっ

たんやな。 

関大も関学はずっと一部で、関関戦で

勝った方が関西選手権優勝してたなぁ。

でもな、いつもポカすんねん。普通は負

けないような一部の下の方にいつも 1

回負けるねん。負けたらあかんって思っ

ても絶対負ける。 
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関大は今何部なん？ 

 

――関大は男子が 2018 年に 1部にあが

って、女子は 2014年からずっと 1部で

す。 

 

そうかぁ。僕らの時はずっと 1部やった。

だから 2部なった、3部なったっていう

のを聞いて、なんや 3 部って！なんで

や！って思ったわ。 

 

――東京のほうはどうでしたか。 

 

東京の方で強いのはずば抜けて早稲田、

慶応義塾大学。定期戦して絶対勝てへん

かった。あっちは 130とか 135に対して

関大は 110とかやった。 

 

――松本さんはその中でも結構中てて

いらっしゃったのですか。 

 

そう。先生には、 

「お前は中てんのは上手いけど、格好は

不細工やな」 

ってよう言われた。直せって言われたけ

ど、直さんから森川先生に 

「お前に言うんは諦めた。もう勝手に中

てたらいい。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

って言われた。そのくらい中てとったか

ら試合では落引いてた。 

当時、百射会が盛んやってな。楽しみ

やった。いつも勝っとった。 

 

――何中くらいされていたんですか。 

 

最高 98 中くらいやったんちゃうかな。

不思議と中る。 

それがね、僕が面白いのは、初めて弓引

いた時に、先輩に教えてもらって 

「そこで離せ！」 

って言われたところでパッと離したら

その矢がバーンって中ったんや。今度、

金的で引いてみたら、これも中ってん。

不思議なことやな。 

だから 2年の後半、3年の初めはよう中

りよった。 

 
試合について 
――入部した当初から「試合で活躍す

る！」という思いはありましたか。 

 

試合といっても、後で入ったからなか

なか出れんかった。1年で試合に出てい

たのは木崎とか上田とか高校から弓引

いてた人たちが補欠として出ていた。僕

らはなかなか出れんかったわ。1年生で

も出てないわ。2年生後半くらいから補

欠で出とったかな。8人しか出られなか

ったから補欠要員だった。4本で入って

1 本しか中らんかった人と代わって、4

本引いて 2 本中ったらすごい喜んどっ

た。皆中なんかあらへん。できひんかっ

た。 

 

――当時松本さんは様々な試合で活躍

されており、50周年記念誌では「ひるむ

ような感覚はなかった」とありましたが、

当時はどのような気持ちで試合に臨ん

でいたのでしょうか。 

 

 （ひるむような感覚は）なかったなぁ。

俺はずっと決めた弓を使っていたけど、

ゆるい弓やった。狙いは真っ直ぐやけど

ゆるい弓やった。他の人は皆強い弓に変

えていったんやけど、俺は一回決めたら

変えへんかった。弽も弓もずっと一緒や。 
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――試合にはどのような気持ちで臨ま

れていたのですか。めちゃくちゃ楽し

み！というような感じですか。 

 

 レギュラーになる前の補欠になって、

いつ出番が来るかなって、それが楽しみ

やった。レギュラーなっても不思議とビ

ビったりはせぇへんかった。 

関関戦もビビらんかった。 

 

――私は結構緊張しいなんですが、緊張

しない心の持ち方はありますか。 

 

中てるコツを覚えたんや。弓手から決

めて引いて離れのタイミングに気を付

けていた。中てるコツを覚えとったから

自信満々やったな。 

でも、全日の個人予１次が２本中てな

いといけなくて 2 次は 3 本中てないと

いけなかったんやけど、全然矢勢がでん

かった。何とか予選を通過してなんでい

つもと違うんやろ、なんでやろ、なんで

やろって裏の練習場で練習しながらず

っと考えてたんやけど、弓手を先に決め

るのを忘れとったんや。で、決勝で弓手

を先に決めて引いたら矢勢が全然違う

かった。個人予選の決勝は金的で 1本ず

つ中ると減っていった。2本目で 6，7人。

2本目も弓手だけ気を付けてたら中った。

立教大学の人と 2人になって俺が先に 1

本目を中てた。僕が先に引いて有利やっ

たんや。後ろの人は損やで。俺が先に引

いて中てたら後ろの立教大学の人は緊

張か揺れていて下に飛んでいっとった。

運がよかったんと弓手のことに気が付

いたのがよかった。 

中るコツは弓手にあると思うわ。先生

に言わせると、それは間違えとる、同時

に引き分けてこないとあかんねんけど。

先生は、弓道は中てるだけじゃない綺麗

にしないとあかんってよう言うてたわ。

俺は、スポーツやし試合やから中てなあ

かんって思ってた。 

 

――松本さんの大学弓道生活のなかで

特に印象に残っている試合はやっぱり

全日の個人優勝ですか。 

 

そう。それと関関戦と全日団体 3 位。 

個人予選なんか優勝すると思わへん

やんか。中るって思わへん。優勝した時

は感動もしなかったし、勝つと思ってい

なかった。ビールを入れた時、乾杯をし

た時に勝ったんや！と思って嬉しさが

込み上げてきたなぁ。森川先生も喜んで

下さるかなと思ったけど、そう喜んでく

れなかった。褒めてくれる人ではなかっ

たな。独特な射の俺が優勝したから余計

ちゃう？（笑） 

 

――全日団体 3 位の時はどこと戦った

んですか。 

 

それは、慶応義塾大学とかが優勝してん。

関学とかみんな出てたけど、3位でええ

とこいったんちゃう？慶應・早稲田には

歯が立たんかった。定期戦も組んでたん

やけどな。今も定期戦組んでるん？ 

 

――組んでるんですけど、昨年はコロナ

でなくなってしまいました。 

 

そうなんや。今慶應とか強いの？ 

 

――強いですね。全日 2年連続で優勝し

てます。 

 

慶應ってまだゆるい弓引いてんの？

そんなんは分からん？俺らのときは、慶

応はゆるい弓を引いてた。なんでか知ら

んけど、当時はそうやった。早稲田は強

い弓やった。 



 

137 

合宿について 
あと印象に残るっていうんやったら、

合宿かな。高知合宿とか上田合宿とか、

ああいう合宿行ったときに思うことが

いっぱいあったわ。 

その時も同級生がご飯食べてからの

自由行動で 21時門限やったのに 5分遅

れで帰ってきよったんや。礼拝勝手にし

た人じゃない人。 

「なんでや？」 

って聞いたら 

「飲みに行った先で『釣銭がないから少

し待っといてください』って言われて待

ってたんや。」 

って言われて。嘘かほんまか知らんけど

な。それで 5分遅れて来よった。それが

同級生やったから、自分と副将とマネー

ジャーで集まって、 

「どない処分しよう？」 

って話して、合宿を途中で帰らせたんや。

本人も「すみませんでした」言うて帰っ

ていったわ。それも覚えてる。 

 

――合宿は年に何回ほど行かれてたん

ですか。 

 

夏の合宿と上田の方に行ってたから、

2回ぐらいしてたんかな。朝早くて厳し

いけど、楽しいのは楽しいわな。幹部は

皆より朝早く起きて、なにしようとか決

めなあかんかったからしんどかった。 

卒業されてから 
――関西大学体育会弓道部に入部して

よかったなぁと思うことはありますか。

また、社会に出て弓道と関わることはあ

りましたか。 

 

お客さん、先輩後輩への礼儀は役立って

いる。先輩に会ったら礼をしてというこ

とはするけど、中る中らないは社会に出

て関係ないなぁ。弓道に触れることもな

くなったわ。 

 

後輩にメッセージ 
――最後に現役部員にメッセージがあ

ればお願いします。 

 

 会ったことない学生に言うのもあれ

やけど、中てることを意識してほしい。

綺麗に引くことも大事やけど、学生は中

てて勝たないと。自分に合ったものを探

していくべき。中てて勝て！ということ

を言いたいわな。森川先生に怒られるか

もしれないけどなぁ！（笑） 

 

――ありがとうございます。 

本日はお忙しい中、インタビューを受け

ていただきありがとうございました。

取材⽇：2021/04/01 
取材者 
三回生 柴⽥妃菜 永森結祐 
⼆回生 折戸千紘 
 



 
 
  

去年はインタビューに行くことが出来なかったので、今年は行くことがで

きてとても嬉しかったです。 

取材のために電話をかけたり質問を考えたり大変なことはたくさんありま

したが、全日個人戦優勝した方や関選 3連覇のメンバーの方などそんな

方々に会ってお話を聞けるなんて本当に貴重な経験をさせてもらったと思

います。 

インタビューを受けてくださった OBOGの皆様、優しく丁寧に接してくだ

さって本当にありがとうございました 

今回担当させて頂いた内のお一人で、直接取材させて頂いた田中大二さ

んは、宮本コーチから「戦後再創部の時代の生き字引で、現役の時のコ

ーチだ」と聞かされていた為、背筋が凍るくらい緊張していました。笑 

しかし、インタビューではとても優しく接してくださり、私たちの質問

にも丁寧に答えてくださったので時間が経つのがとても早かったです。 

 

関大弓道部の歴史や大先輩方の当時の思いが、この記事を読んでくださ

っている皆さんに少しでも伝われば幸いです。 

今回は電話のみでの取材となりましたが、「直接お会いしたかった！」と思

ってしまうぐらい素晴らしいお話を聞くことができ嬉しかったです。実は

電話することが苦手なので、無事取材を終えることができてホッとしてい

ます笑 

試合のこともですが、当時のふとした日常のことを聞けるのはこのインタ

ビューならではのことで、毎回驚くことばかりでした。 

違う年代の方のお話でも共感できるところがあると思います。 

ぜひ目を通していただけると嬉しいです。 

柴⽥妃菜(三) 
近藤克治さん 濱渕勇雄さん 
松本邦男さんを取材 
 

森口渓太郎(三) 
坂口義一さん 藤原敏宏さん 
⽥中⼤⼆さんを取材 

酒井美咲(三) 
近藤克治さん 橋川烈久さん 
坂口義一さんを取材 
 



 
 
 

話を聞くことで、関大弓道部の歴史の重みをとて

も感じ、また卒部後の歩む道など深く考える機会

になりました。 

是非他の方のお話も伺いたいです！ 

当時のお話を聞けてとても楽しかったです！伝統の

中にも変化があったりして、一部ですが、関大弓道

部の歴史を感じることが出来ました。また、このよ

うな環境下で弓道をしているということに背筋が伸

びるような思いです。 

弓を引いていた時期が違ったとしても、「弓道」という重な

りから繋がっていること、また「関大弓道部」に誇りを持

ち、今もなお応援してくださっていることがインタビュー

を通して強く感じられました。弓道部の創設時のお話や、

当時の学生についてのお話など、初めて聞くものばかりで

とても面白かったです。 

永森結祐(三) 

松本邦男さんを取材 
※弓陵便り班ではありませんが、ぜひインタビューに参加

したいということで、今回参加してもらいました！ 

萩野晃太 (⼆) 
近藤克治さん 
⽥中⼤⼆さんを取材 

折戸千紘(⼆) 
近藤克治さん 
松本邦男さんを取材 
 



弓具の寄贈ありがとうございました！ 
 
 昨年度は S55 卒の森脇弘光様から矢、矢筒、弽を。そして S32 卒の田中大二様から
弓、弓袋、弽袋を寄贈して頂きました！お譲りして頂いた弓具は、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。現在関西大学体育会弓道部
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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ＯＢ・ＯＧの方からの近況報告 
Ｈ29年度卒の近藤加奈子さん、Ｈ30年度卒の宮坂大成さん、桝井泰輔さん、池田太朗さん＆福岡彩女さん、
Ｒ2年度卒のＫ・Ｈさんにお電話でお話を聞かせていただきました。 
 
 
近藤加奈子さん 

2018年（平成 29年度）卒 

 
「現在お仕事はどうされているので
すか？例えば在宅ワークか出社して
いるかなどです。」 
去年の 4 月に東京から大阪に転勤してきて、その時期に緊急事態宣言が出されたと思うけど、そこから
約１年間ずっと在宅勤務していた。会社に出たのも 4 回で、営業なんだけどお客さんに会いに行ったの
も10回行ったか行かないかくらいで、電話とメールとウェブ待機をする形でなんとか仕事をしています。 
 
「社会人になってからハマっていることや、おすすめのリフレッシュ方法などがありましたら教えてく
ださい。」 
ハマっているのは旅行ですね。今は行けないけど、コロナの前は一年に二回海外に行ったり、国内旅行も
あっちこっちそっちに行ったりしてた。部活してた時代は本当に部活しかやってなかったと言うほどだ
ったので、行けなかった分、日本全国、世界も含めて色々行っていて、自分の目で色んなものを見て、色
んな経験をしてというのがすごく楽しい。だからすごいおすすめです。1人でも行っちゃうし、友達とも
行っちゃうし、という感じです。 
あとさっきも言ったけど、大阪に引っ越してきてからここ一年くらい、コロナの影響でずっと家でのリ
モートワークで運動不足になるから、週 2 回、多いと 3 回くらいランニングをしていて、それがすごく
リフレッシュできるのでおすすめです。 
あとはここ半年くらいで、友の会にも入っちゃうくらい宝塚歌劇団にハマっている。今一番の推しは星
組の礼真琴さんです。最近は雪組の朝美絢さんが第二の推しかなというところです。宝塚はすごいリフ
レッシュになるし、なんかもう感動が止まらないし、テレビで見るのと宝塚歌劇の劇場に行って見るの
では全然違うくて、非現実的空間に誘ってくれるところがとても好きです。 
 
「社会人になられてから、弓道部で学んだことで活きたことはありますか、またどんなことでしょうか？」 
メンタルは強くなった。会社の同期の子に、メンタル強いよねって言われたことがある。私現役の時に家
が遠くて、帰るのが夜中の 12時ぐらいだったんだけど、それと比較すると仕事がちょっと大変で夜遅く
なっても、あの時 12時に帰ってたしまだ早いだろっていうよくわからない気持ちになる。活きてるかは
わからないけど、まだ大丈夫だな、いけるなってなる。あとは、今はあんまり飲み会ないけど、飲み会で
は弓道部でやってたビールを注ぐのが活きてたりする。他にも当たり前のことがちゃんとできるっての
は大きいと思う。挨拶する時にリュック下ろすとか細かいことも無意識で出来て、そういった礼儀的な
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ことは役に立ってるかなと思います。 
 
「同期の方へのメッセージをお願いします。」 
同期へのメッセージか。難しいな。卒業してから会ってない人もいるからな。卒部式とか部活の行事で会
う機会があったらよろしくお願いします。 
 
「現役生へのメッセージをお願いします。」 
今コロナで思うように練習ができなかったり、王座でも伊勢神宮に行けなかったりでやりにくい世の中
だと思いますが、目標に向かってそれぞれ精進してください。 
 

取材日:2021/05/９ 取材者:折戸千紘 
 
 

 
宮坂大成さん 

2019年（平成 30年度）卒 

 
「富山県へ転勤されたとお聞きしましたが、富山県の良いところや大阪と違うところはありますか？」 
大阪に比べたら圧倒的に人が少ないし、高いビルもないし田舎かなという印象。ただその分自然豊かで
海とか山とか綺麗で、あとご飯も美味しい。大阪と比べても良いところがいっぱいある。 
 
「現在お仕事はどうされているのですか？在宅ワークか出社しているかなどです。」 
基本的には外に出て働いてる。営業所がないから出社をするっていう概念は無くなったかな。 
「在宅ワークというわけでもないんですね？」 
ではないかな。あとは顧客と話をする時に、実際に会ってする場合と、在宅ワークって言うかわからない
けど家で Zoomとか使って顧客に会ったりというような話し方かな。 
 
「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？」 
学生の時よりはお金も時間もあるというのが違いとしては一番大きいかな。良いところで自然が綺麗と
かご飯が美味しいって言ったけど、お金も時間もあるからそういった富山の有名なご飯屋さんに行った
り、自然を見に行ったり出来るから、そこは学生と違うところで社会人の良いところかなと思ってる。 
 
「同期の方、現役生へのメッセージをお願いします。」 
コロナで今までと違う環境になってきているのですが、それに負けず一緒に頑張っていきましょう。 
 

取材日:2021/5/8 取材者:二回生 折戸千紘 
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桝井泰輔さん 
2019年（平成 30年度）卒  

「現在お仕事はどうされているのですか？例えば在宅ワークか出社しているかなどです。」 

銀行ということもあり、対お客さんの仕事なので、コロナ禍に関わらず出社して仕事をしています。コロ
ナで困っている方への給付金や融資の相談であったり、住宅や車のローンなどであったり顧客の 1 人 1
人のニーズに合った営業活動を続けています。 
 
「社会人になってからハマっていることや、おすすめのリフレッシュ方法などを教えてください。」 
社会人になってからカメラと空撮できるようなドローンを買ったので、それを使って地元の友達や職場
の友達とよく遊びに行ってます。あと、四国の土地柄もあって、八十八ヶ所巡り。寺社仏閣の写真を撮る
のも好きなので、両方の趣味を活かせるような形でハマっています。直近で言えば、インタビューを受け
た今日なんだけど、実は車を買いに行ったので、これからは車に乗ることと写真撮りに行くことが趣味
になるかもしれないです。   

↓高知県愛媛県県境 四国カルストから見た夕焼（ドローンにて撮影） 

                  
                                                
                            
↓新車MAZDA CX-30 XD L Package            

徳島県香川県県境→  

四国八十八ヶ所霊場 六十六番札所  

雲辺寺から見た雲海と朝焼け（カメラで撮影）                       
 

「社会人になられてから、弓道部で学んだことで活きたことはありますか、またどんなことですか？」 
弓道部で学んだことは、コーチ監督、弓陵会の OBOGなど上の方と話す機会が多くて、目上の方との接
し方、コミュケーションの取り方は、一般の部活やサークル、何もしてない人に比べたら身について良か
ったかなと思います。あとは忍耐⼒。今僕がいるのが銀行、金融機関関係で結構大変な職業と言われるけ
ど、弓道はメンタル競技だし、部員同士で切磋琢磨して、時にはコーチや監督にお叱りを受けながらやっ
てきたおかげで、めげずに仕事に打ち込める精神⼒が付いたように思います。 
 
「同期の方、現役生へのメッセージをお願いします。」 
現役のみなさんへ。コロナ禍で思うように部活動ができていない状態だと思いますが、いずれ絶対コロ
ナも落ち着いて花開く時が来ると思うので、めげずにリフレッシュもちゃんとしながら、部活動も含め
学校活動を頑張ってくれたらと思います。 
同期の方々は、コロナが落ち着いたらまたみんなで集まれたらなと思うので、落ち着いた時にはぜひご
飯に行ったり飲みに行ったりしましょう。 
 

取材日:2021/05/９ 取材者:二回生 折戸千紘 
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池田太朗さん＆福岡彩女さん 

2019年（平成 30年度）卒 

 
「現在お 2人は弓道を続けていますか？」 
福岡さん：続けてはいないです。 
 
「弓道部卒部後、弓道部のお話しをお 2人でされることはありますか？」 
福岡さん：ありますね。 
「どういったお話ですか？」 
福岡さん：Twitterで今の子達の試合の結果を見て話題になったりします。 
太朗さん：最近生活リズムが早くなったから、その生活の中で 22時くらいに、今道場出たんだとか考え
られんな、よくやってたなとしみじみ思って話にあがります。 
福岡さん：あとは、学生の時は弓道ができるのが当たり前の環境だったけど、仕事があって、コロナも重
なって、弓道始めたいねとは話すものの今はどこも開いてなかったり… 
太朗さん：情報の発信自体がなかったりね。 
福岡さん：あの頃は出来てたのが普通だったから懐かしくもあって戻りたいね、みたいなそういう話を
します。 
「生活リズムが早くなったと仰っていたのはお仕事の関係ですか？」 
福岡さん：仕事も早くに出るけど、帰ってくる時間が部活やってた頃よりは早いかな、やっぱり。今は 20
時くらいには 2 人とも家におるから、そこから疲れてすぐ寝てってなったらどんどん生活リズムが早く
なっちゃったね。なんかもう学生の頃と体⼒が違うよね。 
太朗さん：もう若くない。夜更かしが出来ない。(笑) 
「そんなに体⼒が変わった実感があるんですか？」 
太朗さん：めちゃ変わったと思う。なんであんなに朝から夜まで弓引けてたのかわからん。(笑) 
 
「社会人になって弓道部で良かったと思うことはありますか？」 
福岡さん：弓道部で良かったことは、色んな人に出会って関われたことかな。色んな考えを持った人たち
が部活の中で集まっていたから、練習や運営に携わる中で、自分とは考え方の違う人と出会えたことは
よかった。社会に出たらやっぱり色んな人に出会うから、それを弓道部で前もって知れたし、自分の考え
に閉じこもるだけじゃなく、色んな人の違う考えに触れられたことは良かったなと思う。 
あとは卒業した今でも、同期と離れ離れになっても、先輩後輩含めて繋がりが途切れないのは良かった
なと思うかな。 
太朗さん：部活動で、チームで勝利を目指して頑張っていたけど、その中で少しでも運を回すために日頃
から良い行いをしようという風に心がけていたところがあって、当たり前かもしれないけど、お店の人
にお礼を言ったり挨拶したりとか心がけていた。社会に出たら、そういうのをやらん人もおったりして、
当たり前のことがちゃんと出来てることっていうのは社会に出ても恥じない部分であり、良かったこと
かなと思います。 
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「同期の方へのメッセージをお願いします。」 
福岡さん：同期。同期はちょくちょく話したり連絡は取っているけど、なかなか会えていない人もいるか
ら、またみんなで集まってお話したいな。それぞれの場所で頑張りましょう。 
太朗さん：同期は、一部例外もいるけど入社 3 年目の年で、仕事に慣れてきて不満とかいっぱい出ると
思うけど、人生のあり方って答えはないから好きなように楽しもうや、みたいな。 
福岡さん：今やりたいことをね。 
太朗さん：そうそう。不満があるのはわかる。すごくわかるけど、抱え込みすぎずに気楽に頑張っていこ
う。あとみんなで弓道しよう。 
 
「現役生へのメッセージをお願いします。」 
福岡さん：現役生はコロナとかで試合とか練習も、私たちの時とは全く違う環境で何から何まで大変だ
と思うし、悔しい思いもあると思うけど、こんな状況でも時間は進んでいくし、学生生活は今しかないか
ら思う存分楽しんで弓道を頑張ってください。試合が有ればしっかり 2 人でチェックして応援していま
す！ 
太朗さん：現役生は、僕たちにはどれくらい大変かわからないから薄っぺらい言葉に聞こえるかもしれ
ないけど、コロナっていう時代の中で今頑張っていて、制約もあって例年通りにいかず大変だと思う。例
年だったら僕は道場によく行っていたから直でよく見ていたけど、今年は行けてない分応援してないん
じゃないかなとか思うかもしれない。僕の同期の満壽くんも言っていたけど、 OBOGがちゃんと見てく
れてるのは⼒になると思うし、そういうのが今年は直接的にはないけど、しっかり応援しているし、良い
結果を教えてもらったら君たち同様僕たちも嬉しいので、今は一つ一つの試合を一生懸命戦い抜いてく
れたらなと思います。全国一位に向けて活動するという、やりたくても出来ないすごい経験をしている
から、それが良い経験になるよう 1日 1日を一生懸命に過ごしてください。 
 

取材日:2021/05/８ 取材者:二回生 折戸千紘 
 
 

 
Ｋ・Ｈさん    
2021年（令和 2年度）卒        
 
                                    

奥入瀬渓流→ 
 
 

蕪島→ 
「初任は青森とお聞きしましたが、大阪と違うところ、青森の良いところはどこでしょうか？」 
青森ですね。大阪と違うところ、まず気温がやっぱり違いますね。 
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「涼しいとか寒いとかですか？」 
そうやね、5月中だけど、普通に…、大阪何度くらい？ 
「昨日は結構暑くて、昼は 20度後半とかでした。」 
多分 10度くらい違うから、4月中だったらダウン着て外出られる感じだし、やっぱり気温が違うかな。
涼しい感じです。 
 
「現在お仕事はどうされているのですか？」 
メーカーに勤めていて、そこの工場に勤めています。現場で仕事の実習を受けて、現場の人にどういう風
に商品が作られているかを勉強させてもらっているという感じです。今は学ばせて頂いている立場なの
ですごく勉強になっています。 
 
「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？」 
生活は、今土日が休みだから、土日も部活やっていた大学生時代に比べて自由な自分の時間ができた。色
んな趣味の時間にあてたり、資格の勉強する時間にあてたり、自分でスケジュールを立てられるのが良
いかな。そうしないと逆に堕落した生活を送ってしまうから。 
 
「現役生へのメッセージをお願いします。」 
4月に入ってから、試合の動画を見たり、結果を見たりしていて、上からにはなってしまうけど、すごく
期待しているので大変な状況だとは思うけど乗り越えられると思うので頑張ってください。 
 

取材日:2021/05/８ 取材者:二回生 折戸千紘 
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訃報 
 
 
S38 年ご卒部 稲垣 貴弘 様 
 
 
三十八年度卒稲垣貴弘君。 
 
彼は主務として関大弓道部を関西一位に登り上げた頭脳派プレイヤーだったと私は思
います。 
 
合宿所の交渉、練習方法、各大学相手の対抗試合の交渉、特に関東校相手の試合の時、
彼は関東校に負けてはダメという意識を我々に教え、我々各学年部員その教訓を脳に刻
み、練習に練習にと重ねたものでした。 
 
その甲斐あって関西大学は常時関西の優に上りつめました。 
 
彼のマネージャーの態度は沈着冷静、同輩後輩に尊敬の念を与えるものでした。 
 
体育会弓道部の予算も彼の働きによって少しずつ登りつめました。 
 
稲垣君、魚つりの君、ゆっくりお休み下さい。 
 
 

S38 ご卒部 松本 邦男 様より 
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S33 年ご卒部 滝川 修 様 
 
 
うららかな春の日、我家の庭で木にハサミを入れていると、郵便受けに音がして取り出
してみると関大弓道部からの封筒。開けてみると旧友、滝川修君の訃報と追悼文の依頼
が入っているのでびっくりし、重い筆を執る事にした。 
 
戦後復活して体育会弓道部として発足したのが昭和 27 年であり、滝川君は 30 年の入
部だ。この年は弓道部は同好会から体育会弓道部として昇格して４年目で、初めての卒
業生を送り出すのと入れ替わりに入部してきた生え抜きの弓道部員のひとりとなる。 
 
島根県出雲市出身で、入部してすぐに出身地の出雲市を”デグモ”と読んで仇名がデグに
なり、以後先輩連中からは「デブ」と呼ばれて可愛がられていたものだ。大家の息子だ
けに弓具もすぐに揃えるし、授業には出なくても、常に弓の練習には励んでいたもんだ。 
 
でも彼の同学年にはあの山本利秋や、高校から引いていた京都の中村道男や、多田謙司
など良く中る連中がいて苦労はしていたと思われる。 
 
下宿は昔関大前駅の一つ大阪寄りにあった「花壇前」駅近くの高級住宅地の中に下宿し
ており、流石に一般学生との差を感じたものだった。最も、実家が出雲の名家だけに当
たり前なんだが。 
 
彼が入部して初めての年には夏季合宿で愛媛県の松山市にある道場に行き、新入生とし
ての弓への取り組み方をみっちりと仕込まれ、以後の弓道生活に大いに役立った事だと
思う。 
 
常に変わらない大らかな振る舞いと、余り物事にはこだわらない性格は流石であり、同
期は勿論他の部員にも好感を持って接してもらっていたのは人柄の良さに他ならない
と思う。 
 
惜しい人を失って残念ではあるが、唯々安らかなご冥福を祈るのみである。 
 
 

S32 ご卒部 田中 大二 様より 
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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


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：月浦愛里 





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、昨年度の女子全日本学生弓道選手権準優勝、男子王座決定戦代替試合出場にあた
りましては、ひとえに、常日頃から弓陵会の皆様の御支援、御指導の賜物であると、深
く感謝しております。 
 
 
弓陵会の皆様にアルコール消毒液を寄付して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。 
 
 
今年度の目標は昨年度に変わらず、男女共に公式戦全タイトル制覇を掲げています。今
年度目標の達成のために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、御鞭撻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 
関西大学体育会弓道部 

主将 井上裕文 
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柴田妃菜（三） 

今年も色んな所にこだわりをもって記事を作成しまし

た。料理コンテストのデータが消えたときの絶望感は忘

れられません。こまめに保存する大切さを学びました。 

森口渓太郎（三） 

昨年よりスキルアップした記事はいかがだったでしょうか？

これからも多くの OBOGの方々に、面白い！楽しい！と感

じてもらうために日々精進していこうと思います。 

酒井美咲（三） 

色々ありましたが、会報が完成して安心しました。

OBの方からよく「読んでるよ」と言っていただける

ので、本誌も楽しんでいただけると嬉しいです。 

読む方を想像し、伝えられる文章を書くというのは

とても難しく大変でしたが、やりがいのあるものでし

た。また、過去の弓道部が知れて面白かったです。 

萩野晃太（二） 

見てくれた方々に今の弓道部を伝え、より楽しん

でもらえたら嬉しいです。 

田中大輔（二） 

大石望路（二） 

PCの操作に詳しくない私ですが、分からないなり

にも一生懸命作成させて頂きました。楽しんで読

んで頂けましたら幸いです。 

折戸千紘（二） 

改善を重ねてパワーアップした弓陵便になりまし

た。楽しんで読んで頂けると嬉しいです。 
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Facebook 内での検索で
【関⻄⼤学体育会弓道部弓陵会】と検

索してください。 
 

 

 

弓陵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で⾏っており
ます。視聴 URLは、都度、弓陵会のフェースブックで配信しておりますので、弓陵会の
フェースブックへの登録をお願い致します。Facebook 内での検索で【関⻄⼤学体育会弓
道部弓陵会】と検索してください。 
LIVEですので試合の緊張感を楽しむことができます。 

 第七版弓陵だよりいかがでしたでしょうか？楽しんでいただけたでしょうか？  

 どの記事も見どころたっぷり、工夫を凝らしに凝らしまくったものとなっているので穴

が開くほど見てください。そして、感想などをメールなどで伝えてくださると弓陵だより

班の励みとなります。 

今年も昨年に引き続き、コロナウイルス感染拡⼤による⼤会等の延期・中⽌が発表され

たり、課外活動が制限されたりするなど、満⾜のいく活動ができていません。ですが、今年

も全タイトル制覇の⽬標に向け、部員一同精進して参りますので、今後ともご⽀援、ご協

⼒のほどよろしくお願い致します。 

 弓陵だより班 責任者 三回⽣ 柴⽥妃菜 

会報委員 
四回⽣ ⾕口諒甫 角朋⾹ 月浦愛⾥ 
三回⽣ 柴⽥妃菜 酒井美咲 森口渓太郎 
⼆回⽣ ⽥中⼤輔 萩野晃太 折戸千紘 ⼤⽯望路 

HP: http://kandai-kyudo.jp/  

 
Twitter: @kandai_kyudo  

 

Instagram: kansai_uni_kyudo Facebookへの登録のお願い
 



 
令和 3 年 4 月 5 ⽇ 

弓陵会会⻑ 齋藤 憲 
  
 拝啓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。 
 昨年来の新型コロナウィルス拡⼤という状況下でございましたが、相当
な感染対策を施しながら去る 3 月 20（⼟）に昨年の卒部⽣ 20 名（出席 13
名）と本年の卒部⽣ 21 名の卒部証書授与式を執り行いました。（※700 名
収容のシアター使⽤ 154 名出席） 
多くの弓陵会員にお声がけしたかったのですが、現在の状況下では⼈数

制限をせざるを得ず、弓陵会からの参加は 5 名が限度と判断し幹事のみの
出席とさせていただきました。 
昨年延期となりました卒部証書授与式への弓陵会員の参加申し込みは

60 名強ございましたので、本年は何とか⼤勢の⽅にご出席頂けないかと
検討させていただきましたが、実現出来ずお詫び申しあげます。 
 昨年及び本年の卒部⽣共 清々しい表情で巣⽴ち、残された在校⽣によ
り新年度の体制・運営にうまく引き継がれると確信いたします。 
 また昨年度はコロナ禍にも関わらず、近年では最高額の弓陵会費のご協
⼒をいただきました。今のところ具体的⽇程の決定は出来ませんが、コロ
ナ禍の収束が見通せましたら感染防止対策を施しながら、弓陵会総会
（2019 年度・2020 年度）を実施致したいと考えております。 
その節は何卒よろしくお願いいたします。 

 

弓陵会員の皆様へ 
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弓陵会会員各位                             
令和 3年 6月吉日 

弓陵会会長 齋藤 憲 
 

令和 3年度弓陵会会費納入のお願い 
拝啓 弓陵会会員の皆様には、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。昨年は新型コロナウィルス感染拡大という状況にもかかわらず、弓陵会の皆様からは
近年最高額の弓陵会費をお預かりすることが出来ました。大変感謝致しております。 
コロナ禍の状況が今後どのように好転して行くのかまだまだ不透明なところもあります

が、弓陵会といたしまして今まで以上に部を支援致すと同時に、部員の安全管理に注⼒致し
たいと考えております。会員の皆様方も厳しい状況が続いておられるとは存じますが、本年
も弓陵会会費納入のご協⼒を何卒よろしくお願いいたします。 

敬具 

【弓陵会会費納入のお願い書】 
令和 3年 6月吉日 
弓陵会事務局 

会費 一口 一万円   お願い致します 
期日 7月末 までにお願い致します 
納入方法 郵便振替   00960-7-33430  関西大学弓陵会 
 
     銀行振込   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 
     自動振替   本年度の自動振替は 7月 5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できますようお願い申し上げます。自動振替を

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。 
     現金支払   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場合はご容赦ください。 
※ご不明な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を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いただいた方には来年度の弓陵だよりを送

付させていただきます。何卒よろしくご理解の程お願い申し上げます。 
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