
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 年 10 月 31 日  

金沢大学総合教育棟 D1 教室 

 

金沢大学アーチェリー部 OB 会 

金沢大学アーチェリー部 



 

○プログラム○プログラム○プログラム○プログラム    

1.開式の辞 

2.会長挨拶 

3.議事 

 1）ＯＢ会会計報告 

 2）会計監査報告（第 15 条に定める幹事以外のＯＢ1 名が行う） 

 3）金沢大学アーチェリー部活動報告 

 4）次年度役員報告 

 5）その他の議題 

4.閉式の辞 

 

○議事内容紹介○議事内容紹介○議事内容紹介○議事内容紹介    

 

1) 1) 1) 1) 会計報告会計報告会計報告会計報告    

 

日付 内容 収入 支出 収支 

 繰越 \256  \256 

 OB 会会費 \182,000  \182,256 

2009/4/1 受取利子 \60  \182,316 

2009/10/1 受取利子 \29  \182,345 

2009/5/30,31 西日本大会補助  \9,000 \173,345 

2009/9/8～9/12 
全日本個人選手権大会 

（インカレターゲット）補助 
 \12,000 \161,345 

2009/10/10～10/12 

全日本フィールド選手権大

会 

（インカレフィールド）補助 

 \25,000 \136,345 

2009/9/30 OB 会案内葉書等諸経費  \20,000 \116,345 

 合計 \182,345 \66,000 \116,345 

    

3333８８８８名の方からＯＢ会会費を頂きました。ありがとうございます。名の方からＯＢ会会費を頂きました。ありがとうございます。名の方からＯＢ会会費を頂きました。ありがとうございます。名の方からＯＢ会会費を頂きました。ありがとうございます。    

    

    

2) 2) 2) 2) 会計監査報告会計監査報告会計監査報告会計監査報告    

 

 



3) 3) 3) 3) 金沢大学アーチェリー部活動報告（成績報告）金沢大学アーチェリー部活動報告（成績報告）金沢大学アーチェリー部活動報告（成績報告）金沢大学アーチェリー部活動報告（成績報告）    

（部活 HP http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/3515/index.html） 

※部員数 男子 23 名 

  女子 9 名 

  計 32 名 

 

○第 12 回北信越学生アーチェリーインドア選手権大会 (11/29,30)〈新潟:西総合スポーツセ

ンター〉 

・役員 五十嵐 平野 

・選手 男子 21 名   女子 9 名 

☆結果 男子  松原 510 点(11 位) 

女子  伊藤 480 点(3 位） 松下 470 点(5 位) 

 

○第 30 回北信越学生アーチェリー対抗戦 (5/9,10)〈長野；飯綱〉 

・役員 五十嵐 平野 

・選手 男子 10 名   女子 5 名 

☆結果 男子  大和 1162 点(3 位)  瀬戸 1068 点(11 位) 

女子  松下 997 点(6 位)  

・金沢大学からは 3 名が西日本大会へ出場 

 

○新入生歓迎コンパ（5/23） 

・一年生男子 7 人、女子 2 人が参加 

 

○第 19 回全日本学生アーチェリー西日本大会 (5/30,31)〈富山:宇奈月〉 

・選手 男子 2 名   女子 1 名 

 

○第 30 回北信越国民体育大会(8/22,23)〈金沢、湖南運動公園〉 

・選手 大和 

☆結果 

 成年男子部門 個人 大和 608 点(3 位) 

  ・石川県成年男子は惜しくも 2 位で本国体に出場ならず 

 

○第 29 回北信越学生アーチェリー個人選手権大会 (8/26~28)〈金沢:湖南運動公園〉 

・役員 五十嵐 平野 

・選手 男子 12 名   女子 5 名 

☆結果 



予選ラウンド 男子 大和 1249 点(1 位)  加藤 1110 点(9 位) 岩本 1084 点(10 位) 

        女子 松下 1002 点(6 位) 

 決勝ウランド 男子 大和(4 位) 

 ・大和選手がインカレターゲットに出場決定 

 

○第 20 回北信越学生アーチェリーフィールド選手権大会 (9/5,6)〈長野:木島平〉 

・役員 五十嵐 平野 

・選手 男子 8 名   女子 2 名 

 ☆結果 男子  大和 307 点(1 位) 岩本 252 点(4 位) 

 ・大和選手がインカレフィールドに出場決定 

 

○第 48 回全日本学生アーチェリー個人選手権大会(9/8~10)〈東京:大井埠頭中央海浜公園〉 

・選手 大和 

☆結果 予選ラウンド 大和 1253 点(決勝進出ならず) 

 

○夏休み強化合宿（9/19~21）＜長野；斑尾＞ 

・たくさんの OB の方々が応援に駆けつけてくれました。 

 

○第 25 回新人戦、第 29 回選抜戦、OB,OG･学生対抗戦 (10/3,4)〈新潟:新潟大学〉 

・役員 五十嵐 平野 

・選手 新人戦男子  6 名   新人戦女子 3 名 

    選抜戦男子 13 名   選抜戦女子 5 名 

☆結果 新人戦男子 加藤 622 点(1 位) 北山 508 点(6 位) 

新人戦女子  湯澤 518 点(3 位) 

選抜戦男子 大和 636 点(2 位) 岩本 589 点(9 位)  

選抜戦女子 松下 483 点(6 位)  

 

○第 22 回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会(10/10~12)〈福岡:北九州フィール                

ドアーチェリーランド〉 

・役員 五十嵐 

・選手 大和 

☆結果 

 予選ラウンド 大和 297 点(10 位、決勝進出) 

 決勝ラウンド 大和 14 位 

 

 



4)4)4)4)    平成平成平成平成 22221111 年度役員報告年度役員報告年度役員報告年度役員報告    

 

・OB 会会長  小島 雄貴 

・副会長    鹿島 裕徳 

・顧問     山下 智 

        早瀬 佳 

        吉江 喬 

第 15 代金沢大学アーチェリー部役員 

 ・部長 岩本 泰典 

 ・副部長 島田 知明 

 ・財務 上垣外 旭 

 ・幹事 渋谷 拓史 

 ・HP 管理 島田 知明 

 ・主務    吉田 匠吾 

 

第 27 代北信越役員 

・副委員長   佐橋 成章 

 

 

5) 5) 5) 5) その他の議題その他の議題その他の議題その他の議題        

 １．会計年度の期間修正 

    従来の 10 月～翌年 9 月を 4 月～翌年 3 月に改正 

 

 ２．選手への補助の支払いについて 

    旧：決算後まとめて支払う→新：大会毎に支払う 

 

 ３．OB 会会費予算の定額化 

 

 ４．来年度の OB 会創設 10 周年記念イベントについて 

 

 ５．会費納入の督促について 

 ６．全日本アーチェリー連盟関連大会出場選手への補助支払い可否の判断について 


