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主催 北信越学生アーチェリー連盟 

主管 金沢大学アーチェリー部 

 北陸大学アーチェリー部 
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委員長挨拶 

 

北信越学生アーチェリー連盟 

委員長 北山雄太 

 

山の木々が色づく季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

本大会は新人選抜戦大会という事で、本年度アーチェリーを始めた方にとっては初めての

大会となると思います。同学年の経験者も多いですが、ここまで練習してきたことを試す

絶好の機会です。このチャンスを逃すことの無いよう、目的意識をはっきり持って試合に

取り組んでいただきたいと思います。上回生及び経験者にとっては個選を踏まえて約 1 か

月後の大会となります。前大会での反省点を十分に生かし本大会に臨み、より良い結果を

残せるよう精一杯頑張って下さい。 

本大会の最後には毎年の恒例となっておりますエンタメイベント委員長杯が行われる予定

となっております。役員自腹の(超)豪華景品も多数用意しておりますので、期待しすぎない

ように気を付けて参加してもらえるとちょうどいいかと思います。 

末筆と致しまして、本大会に尽力いただきました、金沢大学アーチェリー部、北陸大学ア

－チェリー部並びに大会関係者各位に厚く御礼を申し上げ、私の大会挨拶と致します。 
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主管校挨拶 

 

金沢大学アーチェリー部 

主将 鈴木 元気 

 

この度、第 32 回北信越学生アーチェリー新人選手権大会、および第 28 回北信越学生ア

ーチェリー選抜選手権大会が開催されますことを大変喜ばしく思います。主管校を代表い

たしまして、心から歓迎申し上げます。 

 新入生の皆さんにとっては初の大会となりますね。今年は新人戦の競技内容も 50M30M

に戻り、選抜戦と同条件となりました。初の大会で緊張もあるかとは思いますが新入生の

皆さんには先輩の点数を追い抜くくらいの気持ちで望んでいただければと思います。と、

大きなことを書きましたが、点数のみにこだわらず、大会を楽しんでいただければ主管校

代表としては満足です。楽しく射ってください。 

 最後になりますが、本大会を開催するにあたりご尽力いただきました関係者の皆さま

に厚く御礼申し上げまして主管校挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

北陸大学アーチェリー部 

                             主将 湯浅 智基 

 

この度、第 32 回北信越学生アーチェリー新人・選抜戦を開催できることを誠に喜ばしく

思います。 

 今大会が初めての大会参加となる新人戦に参加される方々も、選抜戦に参加される方々

もいろいろな思いを抱いて今大会に臨んでいるかと思いますが、みなさんにとって日頃の

練習を発揮し皆様にとって満足のいく大会になりますことを心から期待しております。も

し、自分にとって満足のいかない結果となったなら、その悔しさを糧にこれまで以上に練

習に励んでもらいたいと思います。 

最後になりましたが、本大会を運営するに当たり、ご協力いただきました関係者の方々

に厚くお礼申し上げます。 

 簡単ではありますが、以上をもちまして主管校代表の挨拶とさせていただきます。 
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大会役員 

大会会長 山本 義政 

大会委員長 北山 雄太 

大会副委員長 小竹 一樹 

大会総務 水尻 美香里 

大会運営 金沢大学アーチェリー部 

 北陸大学アーチェリー部 

 

競技委員 

競技委員長 山崎 雅晃 

射場長 鈴木 元気 

審判長 尾島 駿介 

記録委員長 羽田 脩造 

審判員 北信越学生アーチェリー連盟 

時計、記録係 北信越学生アーチェリー連盟 

 

表彰 

新人戦 個人 経験者の部 男子 1~3 位 

   女子 1 位 

  未経験者の部 男子 1~6 位 

   女子 1~3 位 

選抜戦 個人  男子 1~6 位 

   女子 1~3 位 

 

日程 

9 月 29 日(土) 13:00~ 受付・弓具検査・公開練習 

 15:00~ 開会式 

 19:00~ 幹部会 

   

9 月 30 日(日) 8:30~ 集合 

 9:00~ 試射・50m 競技 

 11:20~ 昼食 

 12:10~ 30m 競技 

 14:40~ 委員長杯 

 15:45~ 閉会式 

※競技進行状況により時間の変更があります。あらかじめご了承ください。 
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開会式・閉会式次第 

開会式 閉会式 

1. 開会宣言 

2. 委員長挨拶 

3. 競技委員長挨拶 

4. 競技説明 

5. 選手宣誓 

1. 成績発表 

2. 表彰 

3. 大会講評 

4. 閉会宣言 

5. 諸連絡 

 

 

競技方法 

1. 競技は ABC-DEF の 2 立ち制とし、各標的を各 6 名で使用する。 

2. 試射は競技開始前に 1 エンド 2 分間のフリープラクティスとする。 

3. 行射は、新人戦・選抜戦共に 50m・30m の各距離を 36 射ずつ計 72 射行う。 

4. 行射は ABC 矢取り-DEF 矢取り、DEF 矢取り-ABC 矢取りを繰り返し行う。1 エンド

2 分 3 射ずつ、計 6 射行う。 

5. 看的は相互看的とし、得点の訂正は矢取り前に同的の選手の確認を受け、サインを必

要とする。 

6. 競技は信号灯と信号音(ブザー)、アナウンスによって管理され、制限時間 30 秒前に黄

色灯により警告を与える。 

7. 弓具破損はすべて時間外処理とし、射ち残し矢 1 本につき 40 秒を与える。 

＊例年と比較して本大会の立順は変則的ではありますが、会場との兼ね合いにより上記の

ように決定いたしました。ご了承頂きますようよろしくお願いします。 

 

 

注意事項 

1. 選手は会員証を持って選手チェックを受けること。 

2. 選手は競技時にはユニフォームを着用すること。 

3. 試合進行を速やかに行うため、矢取りは駆け足で行うこと。 

4. 選手は大会終了後、スコアシートを必ず本部に提出すること。また、本部より出され

る最終結果は必ず承認時間内に確認すること。 

5. 試合運営を迅速に行うため、ロスト矢については競技中には探さず、矢取り時に審判

に報告し、大会終了後に探すこと。 
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選手名簿 

金沢大学    北陸大学 

＜選抜-男子＞  ＜新人-未経験-男子＞  ＜選抜-男子＞ 

4 年 小池 健郎  1 年 伊藤 雅大  4 年 西山 瑛人 

 南村 崇人   白井 宏典  3 年 中村 奎介 

 和田 大輔   高瀬 航帆  2 年 松田 幸佑 

3 年 安藤 雅大   田川 佳樹   湯浅 智基 

 大坪 孝弘   仲山 悠也   若松 宏幸 

 岡本 遼   藤田 和真    

 霍 達   見波 将  ＜新人-経験-男子＞ 

 嵯峨山 温   盛合 孝司  1 年 香林 塁 

 鈴木 元気   八杉 崇史    

2 年 内山 佳祐   夕下 豊  ＜新人-経験-女子＞ 

 長瀬 賢史     1 年 村瀬 莉彩 

 藤丸 和也  ＜役員＞    

 堀田 侑希  4 年 北山 雄太  ＜新人-未経験-女子＞ 

 向出 俊央   刑部 僚一  1 年 荒木 麻有里 

 山岡 幸太郎   水尻 美香里   小林 優里子 

       定免 愛佳 

＜選抜-女子＞       

4 年 湯澤 実久     ＜役員＞ 

      4 年 羽田 脩造 

＜新人-経験-男子＞       

1 年 上田 拓実       

 小池 拓矢       

        

＜新人-経験-女子＞       

1 年 井上 亜由美       

 渡部 菜緒       
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信州大学    長野大学 

＜選抜-男子＞  ＜新人-未経験-女子＞  ＜選抜-男子＞ 

3 年 小林 慶司  1 年 富井 紗奈  3 年 朝倉 美希 

 園田 彰      横前 達也 

 繁田 憲吾  ＜役員＞   横山 彰吾 

2 年 伊藤 秦弘  4 年 小竹 一樹    

 小川 隼斗   西口 貴大  ＜新人-経験-男子＞ 

 小栗 睦貴     1 年 中川 玲央 

 熊崎 愛作       

 嶋崎 恵介       

 杉浦 帆高       

 山本 裕貴       

        

＜選抜-女子＞       

2 年 須賀 美咲       

        

＜新人-経験-男子＞       

1 年 新谷 亮太       

        

＜新人-未経験-男子＞       

1 年 天羽 隆太       

 青木 崇晃       

 浅田 智哉       

 笠木 俊佑       

 堀内 竜矢       

 川口 豪       

 植谷 健介       

 三木 啓史       

 石間 貴大       

 中山 暁貴       
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新潟大学    敬和学園大学 

＜選抜-男子＞  ＜新人-未経験-男子＞  ＜選抜-男子＞ 

3 年 安藤 大志  1 年 石川 稜二  2 年 小柳 貴広 

 櫻田 唯太   櫻井 力也   小林 大地 

 加野 良樹   梁瀬 拓雄    

 渡邉 亮介     ＜選抜-女子＞ 

2 年 高橋 知也  ＜新人-未経験-女子＞  3 年 星 亜沙美 

 山﨑 悠太  1 年 小柳 くるみ  2 年 小林 亜沙未 

 藤原 裕充      渡邉 真実 

 森清 友亮  ＜役員＞    

 河又 友章  4 年 塚本 翔午  ＜新人-経験-男子＞ 

 小林 遼   小田 真琴  1 年 小薬 慎 

 北島 啓史      横井 悠樹 

 小倉 祐樹       

 須藤 通勝     ＜新人-経験-女子＞ 

 野原 和貴     1 年 小林 舞 

 佐藤 広基       

      ＜新人-未経験-男子＞ 

＜選抜-女子＞     1 年 山口 創 

2 年 北村 瑶美       

      ＜役員＞ 

＜新人-経験-男子＞     4 年 伊藤 博人 

1 年 大貫 浩平       

        

＜新人-経験-女子＞       

1 年 落合 あづさ       
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富山大学     

＜選抜-男子＞     

2 年 玉木 芳芙美       

        

＜選抜-女子＞       

3 年 桑山 知美       

2 年 中盛 恵       

 永田 咲       

        

＜新人-経験-男子＞       

1 年 山本 健介       

        

＜新人-未経験-女子＞       

1 年 角屋 真澄       

        

＜役員＞       

4 年 尾島 駿介       
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2011 年度新人選抜戦結果 

 

第 31 回北信越学生アーチェリー 

新人選手権大会 

 

男子 

第 1位 橋本 時茂 富山大学 583 点 

第 2位 小林 大智 敬和学園大学 560 点 

第 3位 高橋 知也 新潟大学 529 点 

第 4位 内山 佳祐 金沢大学 511 点 

第 5位 近藤 勝春 金沢大学 506 点 

第 6位 増子 豪 新潟大学 500 点 

女子 

第 1位 須賀 実咲 信州大学 506 点 

第 2位 北村 瑶美 新潟大学 418 点 

第 3位 和田 彩音 敬和学園大学 406 点 

＊30mW 競技における記録 

 

第 27回北信越学生アーチェリー 

選抜選手権大会 

 

男子 

第 1位 阿部 一真 敬和学園大学 662 点 

第 2位 朝倉 美希 長野大学 659 点 

第 3位 小竹 一樹 信州大学 627 点 

第 4位 尾島 駿介 富山大学 623 点 

第 5位 若松 宏幸 北陸大学 620 点 

第 6位 岩本 泰典 金沢大学 612 点 

女子 

第 1位 小林 亜沙美 敬和学園大学 601 点 

第 2位 奥村 有貴 信州大学 564 点 

第 3位 宮田 茜 富山大学 442 点 

＊ＳＨ(50ｍ・30ｍラウンド)競技における記録 
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大会記録 

対抗戦 

ハーフ（98 年まで） 

   男子   新潟大学             ４７５０点     ８５年 

   女子   富山大学             ２８０４点     ９５年 

 

  シングル(99 年から) 

   男子   金沢大学             ６２９９点     ０４年 

   女子   信州大学             ４０８１点     ０２年 

 

個人選手権 

   男子   金沢大学   大和 裕也     １２４９点     ０９年 

   女子   敬和学園大学 星 亜沙美     １２６４点     １１年 

 

フィールド 

   男子   金沢大学   大和 裕也     ３０７点      ０９年 

        長野大学   朝倉 美希     ３０７点      １２年 

   女子   敬和学園大学 星 亜沙美     ３０２点      １１年 

 

選抜戦 

  シングル（92 年まで） 

   男子   富山大学   棚橋 徳彦     １１８３点     ９０年 

   女子   新潟大学   丸田 薫      １１１４点     ８８年 

 

  ハーフ（93 年から） 

   男子   敬和学園大学 阿部 一真     ６６２点      １１年 

   女子   敬和学園大学 高崎 舞      ６４０点      １０年 

 

新人戦 

  ハーフ（09 年まで） 

   男子   新潟大学   上平 章弘     ６５２点      ０２年 

女子   北陸大学   林 杏奈      ６０９点      ０１年 

 

  30mW（10 年・11 年） 

   男子   富山大学   橋本 時茂     ５８３点      １１年 

   女子   金沢大学   三宅 あかね    ５５３点      １０年 
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インドア 

  30 射（99 年まで） 

   男子   富山大学   南塚 了      ２７２点      ９８年 

   女子   新潟大学   下村 真弓     ２６５点      ９７年 

 

  60 射（00 年から） 

   男子   長野大学   朝倉 美希     ５６７点      １０年 

   女子   敬和学園大学 星 亜沙美     ５６９点      １０年 

 

２０１２年９月２日現在 

連盟記録 

男子 

シングル    棚橋 徳彦   富山大学    １２６１点  ９０年インカレ 

ハーフ     棚橋 徳彦   富山大学     ６５８点  ９０年インカレ 

９０m     梨本 晃太   敬和学園大学   ２９４点  １１年西日本 

７０ｍ     梨本 晃太   敬和学園大学   ３２４点  １１年個選 

５０ｍ     棚橋 徳彦   富山大学     ３２１点  ９０年インカレ 

３０ｍ     棚橋 徳彦   富山大学     ３４５点  ９０年インカレ 

 

オリンピックラウンド（１８射） 

内山 剛志   新潟大学     １５４点  ９７年個選 

オリンピックラウンド（１２射） 

發地 克哉   新潟経営大学   １１１点  ０９年個選 

オリンピックラウンド（７２射） 

松井 淑孝   信州大学     ６０５点  ０１年ａ-cup 

 

インドア 

１８ｍ３０射  朝倉 美希   長野大学     ２８７点  １１年ｲﾝｶﾚｲﾝﾄﾞｱ 

１８ｍ６０射  朝倉 美希   長野大学     ５７２点  １１年ｲﾝｶﾚｲﾝﾄﾞｱ 

オリンピックラウンド（１２射） 

新井 直之   北陸大学     １１６点  ０２年ｲﾝｶﾚｲﾝﾄﾞｱ 
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女子 

シングル    星 亜沙美   敬和学園大学   １２６７点 １２年対抗戦 

ハーフ     高崎 舞    敬和学園大学   ６４０点  １０年選抜戦 

７０ｍ     星 亜沙美   敬和学園大学   ３１５点  １２年対抗戦 

６０ｍ     星 亜沙美   敬和学園大学   ３３１点  １１年個選 

５０ｍ     星 亜沙美   敬和学園大学   ３１８点  １２年個選 

３０ｍ     高崎 舞    敬和学園大学   ３３７点  １０年選抜戦 

星 亜沙美   敬和学園大学   ３３７点  １１年個選 

 

オリンピックラウンド（１８射） 

下村 真弓   新潟大学     １５４点  ９６年インカレ 

オリンピックラウンド（１２射） 

桶谷 和代   新潟大学     １０５点  ９４年インカレ 

下村 真弓   新潟大学     １０５点  ９６年インカレ 

オリンピックラウンド（７２射） 

下村 真弓   新潟大学     ５９０点  ９６年インカレ 

 

インドア 

１８ｍ３０射  星 亜沙美   敬和学園大学   ２８７点  １０年インドア 

１８ｍ６０射  星 亜沙美   敬和学園大学   ５６９点  １０年インドア 

オリンピックラウンド（１２射） 

西谷 知美   富山大学     １０５点  ９７年インドア 

 

 

２０１２年９月２日現在 

 


