
和暦 西暦 慶應義塾関連事項 慶應義塾弓術部関連事項 連盟・他校・弓道界関連事項
安政5年 1858 10月 福澤諭吉が、江戸築地鉄砲州の中津藩中屋

敷内に蘭学塾を開く： 慶應義塾の起源
慶応3年 1867 12月 芝新銭座に新校地購入
慶応4年 1868 4月 慶應義塾と命名
明治4年 1871 3月 三田に移転（元島原藩中屋敷）
明治11年 1878 ・この頃、スポーツとしての慶應弓術発足
明治23年 1890 1月 大学部発足＝文学、理財、法律の3科を置く

大学部発足に伴い、従来課程を普通部と称す
明治24年 1891 ・弓術部創部に向けた組織化
明治25年 1892 5月 慶應義塾體育會創設（剣術・柔術・野球・端艇・

弓術・操練・徒歩の7部）
・5月15日 體育會創設とともに慶應義塾弓術部創部
・6月25日 慶應義塾弓術部発会式：  部長雨山達也、師範として若林正
行を招聘
・福澤邸脇「二間射場」にて練習

明治28年 1895 ・弓道場、西門坂上に移転、「第二次道場」
明治31年 1898 5月 学制を改革し、一貫教育制度を樹立 ・6月 第1回春季部員大会開催、11月 秋季大会開催
明治34年 1901 2月 福澤諭吉先生死去 ・東京専門学校（早稲田大学）と初めて対外試合を行う 、本塾勝利
明治38年 1905 ・2月「網町弓道場」披き（網町運動場の南西奥に移築・改築）
明治40年 1907 4月 慶應義塾創立50年記念式典 春 東京市学生弓術連合会発足
明治44年 1911 ・7月 第1回関西武者修行遠征
明治45年 1912 ・5月 弓術部創部20周年記念射会・祝賀会
大正2年 1913 ・2月 弓術部後援会発足
大正3年 1914 ・1月 寒稽古開始
大正5年 1916 ・1月 若林正行師範逝去

・2代目師範（監督）北村明太郎（〜大正9年）
大正8年 1919 ・医学部弓術活動発足
大正9年 1920 ・北村明太郎教師名誉師範となり、3代目師範に和智敏之介（〜昭和5
大正12年 1923 ・関東大震災にあっても、綱町弓道場無事
大正13年 1924 ・10〜11月 第1回都下大学専門学校弓道争覇戦（トーナメント方式）に

本塾優勝
・医学部弓術部創部（後に医学部弓道部に改称）

10月 都下大学専門学校弓道連盟発足

大正15年 1926 ・4月 第1回三田稲門戦
昭和5年 1930 ・10月 第7回都下学生弓道争覇戦がこの年よりリーグ戦になる ４月 日本学生弓道連盟創立

・9月 和智師範引退、師範制度を廃し監督制度を導入
・10月 監督に桂義郎就任（後、4代目師範）

昭和6年 1931 9月 都下学生弓道連盟争覇戦（第8回）、トーナメ
ント制からリーグ戦方式となる

昭和9年 1934 4月 日吉キャンパス開校
11月 「福澤諭吉誕生百年並びに日吉開校記念祝
賀会」開催

・12月 旧日吉弓道場（現塾高道場）竣工披露
・医学部四矢会（先輩組織）発足

昭和11年 1936 ・9〜10月 第12回都下学生弓道リーグ戦に優勝
昭和12年 1937 ・9〜10月 第13回都下学生弓道リーグ戦に優勝
昭和13年 1938 ・11月 第8回明治神宮大会（学生の部）優勝 1月 第１回東西学生弓道選抜試合開催

11月 第１回東日本学生弓道個人選手権大会開
昭和14年 1939 6月 日吉に藤原工業大学開校（現理工学部の前
昭和16年 1941 ・3月 第1回全早慶明遠的大会、団体・個人（学生・OB）とも本塾優勝

・11月 第11回明治神宮大会（学生の部）優勝
昭和17年 1942 ・5月 第12回全国学生弓道選手権大会に優勝

・11月 弓術部後援会と三田倶楽部を統合して三田弓友会発足
昭和18年 1943 ・5月 第12回全国学生弓道選手権大会に優勝



昭和20年 1945 4月 日吉キャンパス被災
5月 三田キャンパス・四谷医学部被災
9月 日吉キャンパス施設、進駐軍に接収される
10月 各地に分散して授業を再開

・戦災にあっても、綱町弓道場は残る
・11月 進駐軍命令により、武道が学校教育の教材から追放となり、柔
道・剣道と共に弓術部も体育会に於ける活動を停止される
・12月 旧日吉弓道場、進駐軍の失火により焼失

昭和21年 1946 6月 女子の大学入学を許可 ・学校での活動が禁止されたため、麻布市兵衛町の中村道場を借用
し、非公式の部活動を開始

昭和22年 1947 4月 普通部、中学校に転換
4月 中等部開校
5月 慶應義塾創立90年式典挙行（天皇陛下ご臨
席）

・8月 戦後初めての合宿を赤倉で行う
・10月 戦後初めての対外試合を明治大学、続いて立教大学、11月には
早稲田大学と行う
・11月 戦後初めての第32回三田稲門戦

春 学生弓道の復活の運動が始まる

昭和23年 1948 4月 新制高等学校開校
埼玉県志木町に農業高等学校開校

・4月 網町弓道場に戻って練習を行う。進駐軍の査察を受けたときだけ
洋弓を弯いて見せた（アーチェリークラブの名目で網町弓道場の使用
再開）
・5〜6月 武道中止命令下であるが、慶・早・明・立の4校で都下学生弓

昭和24年 1949 4月 新制大学発足
10月 日吉施設が進駐軍から返還

・新制慶應義塾高等学校弓術部創設 5月 日本弓道連盟結成・発足
連盟リーグ戦に中央、日大加入
6月 都下学生連盟、戦後第１回団体選手権大会
開催優勝 本塾

昭和25年 1950 4月 大学教養課程、日吉にて授業開始
4月 女子高等学校開校

・5月 復活第1回の対早稲田大学定期戦勝利
・6月 都下学生弓道団体選手権大会優勝

5月 都下学生連盟、戦後第１回個人選手権大会
開催

昭和26年 1951 2月 慶應義塾、学校法人となる
4月 新制大学院（修士課程）開設
10月 体育会創立60年記念式典

・7月 学校弓道実施許可
・9月 弓術部、体育会に復帰

7月25日 学校弓道実施に関する文部省通牒（実
施許可）

昭和27年 1952 4月 新制大学医学部発足 ・5月 普通部弓術部復活、普通部弓道場披き
・10〜11月 都下学生弓道リーグ戦において全勝優勝

1月 京都三十三間堂弓初め大的競技大会始まる
学校弓道復活後、連盟リーグ戦に、東大、國學
院、一橋が加わり８校に

昭和28年 1953 ・4月 中等部弓術部創設
・5月 桂義郎監督（師範）復帰

5月 全日本学生弓道連盟結成（全日本学弓連）
7月 第１回全日本学生弓道選手権大会開催（橿
原神宮）
12月 第１回全日本学生弓道王座決定戦開催

昭和29年 1954 ・農業高（後に志木高）弓術部創設、併せ弓道場設置
・桑原郁夫、第2回全国学生選手権大会個人優勝

昭和30年 1955 ・6月 第1回東京都学生弓道選手権大会に優勝 4月 東京都学生弓道連盟（都学弓連）、新規約
制定・施行により発足
＊当時の加盟校：慶應義塾・早稲田・明治・立教・
中央・日本・東京・一橋・國學院　の９大学
6月 都学弓連、第１回団体・個人選手権大会開
催
11月 全学弓連、第１回東西学生弓道選抜対抗

昭和31年 1956 ・6月 桂義郎、師範就任（師範制度復活）
昭和32年 1957 4月 大学に商学部増設

4月 農業高等学校を普通科に転換し、志木高等学
校として発足

昭和33年 1958 11月 慶應義塾創立百年記念式典 ・4月 第2次日吉弓道場竣工（塾高道場として使用）
・8月 塾高、関東大会優勝

昭和34年 1959 ・7月 弓術部に「洋弓研究班」を設置
・8月 塾高、インターハイ準優勝
・12月 普通部道場完成、道場披き

1月 都学弓連副会長に小山高茂就任 （～昭和４
６年）

 昭和36年 1961 ・10月 遠藤慶男、リーグ戦的中第１位（74中/80射） 4月 東京都学制弓道連盟に女子部新設



昭和37年 1962 10月 体育会創立70年記念式典挙行、小泉信三の
記念講演開催

・4〜5月第4回東京都学生弓道連盟新人戦（トーナメント）に優勝
・10〜11月 東京都学生弓道リーグ戦に優勝、続いて東京都代表として
全日本学生王座決定戦に出場し優勝

昭和38年 1963 ・4〜5月 東京都学生弓道連盟新人戦（トーナメント）に優勝
・5月 遠藤和子、東京都学生弓道連盟選手権大会個人優勝
・塾高、国体において近的・遠的共に優勝

6月 都学弓連　第１回百射会開催
6月 都学弓連　第１回女子部記録会開催
全日本学生弓道王座決定戦、伊勢大会始まる

昭和39年 1964 ・6月 塾当局より首都高速道路工事のため網町弓道場が取り壊されるこ
とになるとの通報があり、協議の結果、新道場候補地を日吉にしたい旨
回答

5月 都学弓連、第１回女子部リーグ戦開催
10月 都学弓連、日本武道館開館と同時に学生
武道クラブ内に本部設置

昭和41年 1966 ・3月 増田規一郎、合宿百射会において百射皆中
・7月 来島 峻、東京都学生選手権大会個人優勝

昭和42年 1967 10月 体育会創立75年記念式典 ・5月 東京都学生弓道連盟百射会において、増田規一郎が連続的中
73中の新記録（96中、2位）

昭和43年 1968 5月 義塾命名100年記念式典 ・塾高弓術部に洋弓班開設
・7月 来島峻、東京都学生選手権大会個人優勝
・10月 来島峻、リーグ戦的中第１位（79中/80射）

12月 関東学生弓道連盟発足

昭和44年 1969 ・10月 増田規一郎、リーグ戦的中第１位（78中/80射）
昭和45年 1970 9月 都学弓連第３代会長に藤野亮之就任

（～平成元年）
昭和46年 1971 ・5月 月田隆大、東京都学生弓道連盟百射会優勝（94中） 6月 第１回全関東学生弓道選手権大会開催

6月 第１回全日本学生弓道遠的大会開催
昭和47年 1972 3月 工学部新校舎、日吉矢上台に完成・移転

11月 体育会創立80年記念式典、高橋誠一郎記念
・5月 木下正子、東京都学生弓道連盟記録会優勝

昭和48年 1973 ・4〜5月 洋弓班リーグ戦優勝、6月 洋弓班全日本学生王座決定戦優
勝

昭和49年 1974 ・塾高、関東大会優勝
昭和50年 1975 ・8月 塾高、インターハイ優勝
昭和52年 1977 10月 体育会創立85年記念式典 ・8月 塾高、インターハイ優勝

・8月 塾高洋弓班、インターハイ優勝
11月 第１回全日本学生女子王座決定戦開催
11月 第１回女子東西対抗戦開催

昭和53年 1978 ・7月 志木高等学校弓道場竣工

昭和54年 1979 9月 都学弓連女子部、記録会規定制定
昭和55年 1980 12月 体育会創立90年記念式典 ・6月 全関東大会女子の部、団体・個人（今泉直子）ともに優勝

・6月 洋弓班全日本学生王座決定戦に優勝
・塾高、関東大会優勝

4月 都学弓連、創立２５周年
9月 都学弓連リーグ戦、一部５校八部制・女子部
一部６校六部制実施

昭和56年 1981 4月 大学理工学部の新設（工学部を発展） ・5月 原田敏弘、全関東学生弓道選手権大会個人優勝
・7月 普通部弓道場竣工
・11月 三田稲門戦第100回記念大会開催

昭和57年 1982 ・4月 洋弓班が弓術部より分離独立し、洋弓部となる
・9月 阿部伸子、東京都学生弓道女子秋季個人戦優勝

昭和58年 1983 5月 慶應義塾創立125年記念式典
昭和59年 1984 ・6月 全関東学生弓道選手権大会に優勝
昭和60年 1985 1月 福澤諭吉生誕150年記念式典 ・4月 東京都学生弓道女子新人戦優勝

・4月 佐藤博子、東京都学生弓道連盟記録会優勝
・8月 全日本学生弓道選手権大会に優勝
・8月 久慈直伊、全日本学生弓道選手権大会個人優勝

昭和61年 1986 ・久慈直伊、東京都学生弓道連盟百射会優勝（92中）
・9〜10月 東京都学生弓道連盟リーグ戦に優勝
・11月 東京都代表として日本学生弓道王座決定戦に出場し優勝

昭和62年 1987 12月 体育会創立95年記念式典 ・12月 日吉弓道場改修工事竣工、藤澤弓術部長により桑蓬弓道場と命



昭和63年 1988 ・1月 桑蓬弓道場披き
・4月 東京都学生弓道女子新人戦優勝

昭和64年 1989 　 都学弓連第４代会長に工藤誠太郎就任
（～平成２年）
第１回全国大学弓道選抜大会開催

平成2年 1990 4月 湘南藤沢に総合政策・環境情報学部を開設
9月 ニューヨーク高等学院開校

・4月 女子高弓術部が同好会として発足

平成3年 1991 ・4月 東京都学生弓道新人戦優勝
・4月 女子高弓術部体育会に加入

平成4年 1992 4月 湘南藤沢中等部・高等部開校
4月 体育会創立百年記念式典

・5月湘南藤沢中等部・高等部に弓術部創設 都学弓連第６代会長に小笠原清忠就任
8月 都学弓連、リーグ戦の大幅編成変更（５部
制・ABブロック組合せ）

平成5年 1993 ・1月 網町武道館内弓道場竣工披露
・ 3月 道場披き、藤澤常任理事より「正己弓道場」と命名

平成6年 1994 ・6月 全関東学生弓道選手権大会に優勝
平成7年 1995 ・6月 慶應義塾弓術部創部百年式典
平成8年 1996 ・4月 東京都学生女子新人戦優勝
平成10年 1998 ・５代目師範 野口祥一就任

・6月 飯岡宏了、全関東学生弓道選手権大会個人優勝
平成12年 2000 ・6月 小島和佳子、全関東女子個人優勝
平成13年 2001 ・6月 全関東学生弓道選手権大会男子団体優勝

・10月 東京都学生弓道連盟リーグ戦1部的中率1位
・10月 リーグ戦最終戦において、本塾最高的中(160射150中）を記録

平成14年 2002 ・4月 東京都学生女子新人戦優勝
・8月 塾高、インターハイ優勝

8月 全日本学生弓道連盟創立50周年

平成16年 2004 ・5月 山谷卓也、 東京都学生弓道連盟百射会優勝
・6月 全関東学生弓道選手権大会男子団体優勝
・8月 上田謙佑・全日本学生遠的選手権大会個人優勝
・10月 湘南藤沢 湘誠弓道場開設

東京都学生弓道連盟、新規約発足から50年

平成17年 2005 ・塾高、インターハイ第50回大会において最多出場校として表彰される 全学弓副会長に野口祥一就任 （～平成24年）
平成18年 2006 ・4月 東京都学生女子新人戦優勝

・塾高、国体近的優勝
平成19年 2007 ・塾高、関東大会優勝

・野口祥一、師範退任
平成20年 2008 4月 薬学部・大学院薬学研究科開設

11月 慶應義塾創立150年記念式典
・8月 岸未樹子、全日本学生弓道遠的選手権大会個人優勝

平成21年 2009 ・10月 東京都学生弓道連盟リーグ戦1部全勝優勝
・10月 小林宏輔、都学弓連リーグ戦的中第１位（80中/80射）
・11月 全日本学生弓道連盟学生王座決定戦に出場し優勝
・女子高、全国選抜女子団体優勝・技能優秀賞

平成22年 2010 7月 福澤諭吉生誕175年記念式典挙行 ・塾高、関東大会優勝
平成23年 2011 ・6月 全関東学生弓道選手権大会男子団体優勝
平成24年 2012 ・6月 小野和也、全関東学生弓道選手権大会個人優勝 8月 全日本学生弓道連盟創立60周年
平成25年 2013 4月 横浜初等部開校 全学弓連副会長に増田規一郎就任
平成26年 2014 ・5月 小林由紀恵、東京都学生弓道連盟記録会優勝

・6月 全日本学生弓道選手権大会 射道優秀賞(3位)
平成27年 2015 ・8月 村田賢祐、全日本学生弓道遠的選手権大会個人優勝
平成28年 2016 ・6月26日 全国大学弓道選抜大会男子優勝



平成29年 2017 4月23日 体育会創設125年記念式典開催 ・8月 森田夏菜、全日本学生弓道選手権大会 女子個人優勝
・8月 新中央道場・志正弓道場竣工
・11月12日 創部125年記念式典 兼 志正弓道場道場披き

平成30年 2018 ・8月 本郷一輝、全日本学生弓道選手権大会 個人優勝
平成31年 2019 ・3月 東京都学生女子新人戦優勝（Ａチーム） 都学弓連新人戦規定改定（入学前出場不可）


