
 

 

 

 

２０１２年度 

 

 

 

第１６回 

北信越学生室内アーチェリー個人選手権大会 

 

 

 

 

 

 

 大会期日 ：１２月２日（日） 

     大会会場：新潟市 西総合スポーツセンター 

     主催：北信越学生アーチェリー連盟 

  主管校：新潟大学アーチェリー部 

        敬和学園大学アーチェリー部 

後援：新潟県アーチェリー協会 

   新潟市アーチェリー協会  



委員長挨拶 

 

 

北信越学生アーチェリー連盟 

委員長 小林慶司 

 

 秋もいつの間に通り過ぎ，木々が寒々として人々が白い吐息に囲まれながら服飾を重ね

る季節を迎えました今日この頃，皆様いかがお過ごしでしょうか。 

 こんにちは。北信越学生アーチェリー連盟第３０代委員長の任を務めさせていただきま

す小林慶司と申します。この度，第１６回北信越学生室内アーチェリー個人選手権大会を

開催できます事を大変喜ばしく思います。 

 

 天気予報でも氷点下マイナスの言葉を聞く回数が増え，布団・コタツから出るのが厳し

い季節です。本大会は今年度最後の学連大会になり，納会なども近いかと思いますが，こ

のクマの冬眠時期こそ眠るのではなく力をつける良い機会ではないでしょうか。ターゲッ

トシーズンに向けてぜひ継続して練習に励んでいただきたいと思います。 

 本大会は２月に行われる第１３回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会の選考も

兼ねております。これまで頑張ってこられた方，これが引退試合となる方，いろいろある

と思いますが，「楽しかった」と後で言えるような大会にしていただけるよう運営側も精一

杯支えていきますので，ぜひ頑張ってください。我々役員も第３０代という記念すべき世

代に任を務めさせていただく上で総勢１１名力を合わせて奮闘していきますので，ともに

学連全体で北信越地区を盛り上げていきましょう。 

 

 最後となりましたが，本大会を開催するに当たり尽力していただきました主幹校であり

ます新潟大学アーチェリー部，敬和学園大学アーチェリー部，及び関係者各位の皆様方に

厚く御礼申し上げ，委員長挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



主管校挨拶 

 

 

新潟大学アーチェリー部 

部長 渡邉亮介 

 

  

今年度も、北信越各地から多数のご参加を頂き、第１６回北信越学生室内アーチェリー個

人選手権大会を開催できますことは、この上ない喜びであり、心から歓迎申し上げます。 

  

選手の皆様は日々厳しくなる季節の中、練習に励んできたことと思います。今大会におい

て、他大学との交流を深め、これまで培われた力を存分に発揮し、悔いのないシューティ

ングをされることを切望いたします。 

 また、今大会は４年生の皆様が参加される最後の学連主催大会となります。ぜひとも、

大学時代の締めくくりにふさわしいシューティングをされることを願っております。 

  

最後になりましたが、本大会の開催にあたり、多大な御支援、御尽力をいただきました関

係者の皆様に心から感謝申しあげまして、主管校挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



大会役員  

 

大会会長    山本 義政  

 大会委員長   小林 慶司 

 大会副委員長 舟田 裕介 

 大会総務 嶋崎 恵介 

 大会運営 新潟大学アーチェリー部 

 

 

競技役員 

 

 競技委員長 長 好晴 

 射場長  山﨑 悠太 

 審判長  中村 奎介 

 記録委員長 安藤 雅大 

 時計、記録係 北信越学生アーチェリー連盟 

 審判員  北信越学生アーチェリー連盟 

 

 

表彰 

 

 男子の部 １位～６位 

 女子の部 １位～６位 

 

  



日程 

 

12 月 1 日（土）  14:00~   チェックイン 

 18:00~19:30 幹部会（ホテル 会議室にて） 

 21:00~22:30 懇親会（海鮮ろばた―壱勢―） 

 

12 月 2 日（日） 6:30    朝食 

 8:00 会場集合 

        ~8:45  受付・弓具検査 

        8:45  開会式 

        9:00  試射・18m 競技 

        12:00  昼食 

        12:30 18m 競技 

        16:00~ 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。 

 

 

 

開会式・閉会式次第 

 

開会式   閉会式 

1 選手整列   1 選手整列 

2 開会宣言   2 成績発表 

3 式辞   3 表彰 

4 競技説明   4 大会講評 

5 選手宣誓   5 閉会宣言 

6 選手解散   6 選手解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競技方法 

1.競技は縦3つ目的を使用する。３立制（A-B-C-D-E-F）とする。 

2.1エンド2分3射とする。各競技者は3個の標的面に1射ずつ、どのような順番で行射しても

よい。 

3.立ち順は、A-B 行射→C-D 行射→矢取り、E-F 行射→矢取りとなる。以上これを繰り返す。 

4. 試射は、競技開始前に、A‐B行射→C‐D行射→矢取り、E行射‐F行射→矢取りで2分3

射ずつ、計6射行う。 

5.A と E、B と F は、同じ的を使用する。 

6.競技は信号灯と信号音、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.弓具破損は全て時間外処理とし、うち残しの矢1本につき40秒を与える。 

8.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。 

【1 枚の畳に貼る的のレイアウト】 

 

 

 

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 選手は試合時にはユニフォームを着用すること。 

3 会場内は、土足厳禁です。必ず上履きを用意すること。 

4 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。 

5 選手は大会終了後、スコアシートを必ず本部に提出する。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。 



6 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、大会終了後に探してください。 

 

その他の注意事項 

1 会場内は禁煙です。指定された場所でのみ喫煙することができます。 

2 駐車場は混雑が予想されます。運転は十分注意してください。 

3 財布、時計等の貴重品は、参加者個人が責任を持って管理してください。 

4 大会会場、宿等では良識のある行動をしてください。 

5 昼食時のごみ以外は、必ず持ち帰ってください。 

  



選手名簿 

 

金沢大学    富山大学 北陸大学 

＜男子＞  ＜女子＞ ＜男子＞ ＜男子＞ 

4 年 北山 雄太  4 年 水尻 美香里 1 年 山本 健介 4 年 西山 英人 

  刑部 僚一  2 年 間渕 明日香   羽田 修造 

  南村 崇人  1 年 井上 亜由美 ＜女子＞ 2 年 松田 幸祐 

  和田 大輔   渡部 菜緒 2 年 今村 早希  湯浅 智基 

3 年 岡本 遼      永田 咲  若松 宏幸 

  嵯峨山 温 ＜役員＞  中盛 恵 1 年 香林 塁  

  鈴木 元気 3 年 安藤 雅大 1 年 角屋 真澄  

2 年 内山 佳祐   大坪 孝弘  ＜女子＞ 

  長瀬 賢史    ＜役員＞ 3 年 大野 真紀子 

  藤丸 和也    3 年 船田 裕之  村岡 美沙 

  堀田 侑希     1 年 荒木 麻有里 

  向出 俊央      小林 優里子 

  山岡 幸太郎     定免 愛佳 

1 年 伊藤 雅大      竹中 麻子 

  上田 拓実      村上 つかさ 

  小池 拓矢      村瀬 莉冴 

  白井 宏典 

  田川 佳樹     ＜役員＞ 

  仲山 悠也     3 年 中村 奎介 

  藤田 和真 

  見波 将 

  盛合 孝司 

  八杉 崇史 

  夕下 豊 

  



 

 

信州大学   新潟大学 

＜男子＞ ＜女子＞ ＜男子＞ ＜女子＞ 

4 年 小竹 一樹 2 年 須賀 実咲 3 年 櫻田 唯太 1 年 小柳 くるみ 

   1 年 富井 紗奈 2 年 河又 友章  落合 あづさ 

3 年 繁田 憲吾    須藤 通勝 

  園田 彰 ＜役員＞  藤原 裕充 ＜役員＞ 

2 年 伊藤 泰弘 3 年 小林 慶司   3 年 安藤 大志 

  小川 隼斗 2 年 小川 隼斗  北島 啓史  加野 良樹 

  小栗 睦基  嶋崎 恵介  野原 和貴   

  熊崎 愛作 東條 竜児 ＜運営補助＞ 

嶋崎 恵介 高橋 和也 3 年 渡邉 亮介 

  杉浦 帆高   佐藤 広基 2 年  山﨑 悠太 

  山本 裕貴   1 年 大貫 浩平  

1 年 天羽 隆太    櫻井 力也  

  青木 崇晃    梁瀬 拓雄  

  浅田 智哉                石川 稜二 

 笠木 俊佑 

 新谷 亮太 

  堀内 竜也 

 川口 豪 

 植谷 健介 

 三木 啓史 

 石間 貴大 

 中山 暁基 

   

  

 

  

 

  



 

 

敬和学園大学 長野大学 

＜男子＞ ＜男子＞ 

3 年  阿部 一真 3 年 朝倉 美希  

2 年 小林 大地    1 年 中川 玲央 

小柳 貴広   

1 年  小薬 慎 

  山口 創 

 横井 悠樹 

 

＜女子＞ 

3 年  星 亜沙美 

1 年  小林 舞 

  



第 15回北信越学生インドアアーチェリー結果 

  

男子 

順

位 
氏名 所属大学 点数 

1 阿部 一真 敬和学園大学 560 

2 朝倉 美希 長野大学 557 

3 宇佐美 祐生 新潟産業大学 542 

4 梨本 晃太 敬和学園大学 539 

5 樋口 幸伸 長野大学 536 

6 若松 宏幸 北陸大学 534 

    
 

女子 

順

位 
氏名 所属大学 点数 

1 星 亜沙美 敬和学園大学 544 

2 小林 亜沙未 敬和学園大学 466 

3 奥村 有貴 信州大学 462 

4 須賀 実咲 信州大学 415 

5 間渕 明日香 金沢大学 343 

6 湯澤 実久 金沢大学 343 

 

 

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 

   男子   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 星 亜沙美     ６４３点      １２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  

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１１月１４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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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   ３１９点  １２年王座 

６０ｍ     星 亜沙美   敬和学園大学   ３３１点  １１年対抗戦 

５０ｍ     星 亜沙美   敬和学園大学   ３１８点  １２年個選 

３０ｍ     星 亜沙美   敬和学園大学   ３３９点  １２年インカレ 

 

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 
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