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平成二十八年度活動報告 
 

2月 20日 男子親善試合（新人戦形式） 

           成蹊大学     38中 ― 33中 本学× 

21日 女子親善試合（新人戦形式）  

          専修大学     36中 ― 10中 本学× 

25日 男子親善試合（新人戦形式） 

          明治学院大学  49中 ― 50中 本学○ 

    27日 恩だし射会 

          優勝 団体  児山、石本、鈴木 五割 

             男子  亀岡英司さん   皆中 

             女子  持丸夏奈さん   7中 

 

3月 5日 新人戦第一回戦 

          創価大学   42中 ― 50中 本学○ 

6日 新人戦第二回戦 

                   國學院大學    58中 ― 49中 本学× 

    6日 女子部新人戦第一回戦 

                   東京薬科大学  14中 ― 15中 本学○ 

12日 女子部新人戦第二回戦 

          青山学院大学 24中 ― 23中 本学× 

   18~22日 春合宿 

          優勝 百射会 男子  山口     80中 

                 女子  松本     62中 

                 連中賞 野中善裕さん 16連中 

             射会  男子  野中善裕さん 皆中 

                 女子  鈴木     5中 

27日 女子親善試合（リーグ戦形式） 

 亜細亜大学   29中 ― 37中 本学○ 

 

4月 3日 男子親善試合（リーグ戦形式） 

         亜細亜大学    68中 ― 73中 本学○ 

10日 女子親善試合（リーグ戦形式） 

             武蔵大学     31中 ― 33中   本学○ 

24日 男子親善試合（全関形式） 

          明星大学    2勝 ― 3勝    本学○ 
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24日 女子親善試合（リーグ戦形式） 

                 二松学舎大学  17中 ― 36中 本学○ 

 

26日 女子部記録会 

       松本   40射 23中 

 鈴木   40射 11中 

 

5月 1日 男子親善試合（リーグ戦形式） 

東京経済大学    88中 ― 71中 本学× 

     女子親善試合（全関形式） 

東京海洋大学   4勝 ― 1勝  本学× 

5日 百射会 

 山口    100射 54中 

8日 男子親善試合（リーグ戦形式） 

                 東京農工大学    80中 ― 76中 本学× 

22日 男子親善試合（全関形式） 

         東京理科大学  0勝 5敗 

東洋大学    5勝 0敗 

本学      0勝 5敗 × 

     女子親善試合（全関形式） 

         東京理科大学  4勝 ― 1勝 本学× 

  28日 月例射会 

         優勝 男子 山口 9中 射詰 2本目 

            女子 平岡 7中 

 

6月 5日 男子親善試合（全関形式） 

         一橋大学    3勝 2敗 

駒澤大学    0勝 5敗 

本学      2勝 3敗 × 

女子親善試合（リーグ戦形式） 

東京経済大学  34中 ― 28中 本学× 

12日 全関東学生弓道選手権大会個人戦予選 

      男子 予選通過 児山、山口 

女子 予選通過 なし 

 

18～19日 全関東学生弓道選手権大会 

         団体 男子 （石本、山口、寺田、野坂、児山、斎藤(哲）) 14中 予選敗退 

            女子 （鈴木、三好遥、松本） 7中 決勝トーナメント進出 
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                女子決勝トーナメント一回戦 

               （鈴木、三好遥、松本） 

                東京農業大学 8中－8中 

                同中競射 

                東京農業大学 3中－4中 本学○ 決勝トーナメント二回戦進出 

                女子決勝トーナメント二回戦 

                東京首都大学 7中－6中 本学× 決勝トーナメント二回戦敗退 

 

 

         個人決勝 男子 山口 一本目敗退 

                 児山 一本目敗退 

 

7月 3日 全日本学生弓道選手権大会個人予選 

      予選通過者 男子 岡田、金子、菊地、山口、枝川 

            女子 鈴木 

9日 部長杯 

       優勝 男子 児山  11中 

          女子 香取   6中 射詰 4本目 

 

8月 3日 男子親善試合（全日形式） 

         立教大学   4勝 ― 1勝  本学× 

  7日 女子親善試合（全日形式） 

         帝京大学   1勝 ― 4勝  本学◯ 

  9~11日 全日本学生弓道選手権大会 

         団体戦   男子（金子、山口、寺田、安冨、児山） 10中 予選敗退 

               女子（鈴木、清水、松本） 4中 予選敗退 

         個人戦決勝 男子 岡田   一手敗退 

                  金子   5本目敗退 

                  菊地   一手敗退 

                  山口(哲)  一手敗退 

                  枝川   3本目敗退 

               女子 鈴木   一手敗退 

  12日 全日本弓道遠的選手権大会 

         一次予選通過者 男子 齋藤(哲)、山口、長村 

                 女子 石川 

         二次予選通過者 男子 なし 

                 女子 なし 
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 22日 夏合宿射会 

         優勝   男子 川久保善久さん 10中 射詰 2本目 

              女子 石川       7中 射詰 2本目 

         特別賞  男子 安冨 

              女子 平岡 

28日 男子親善試合（リーグ戦形式） 

          電気通信大学   88中 ― 82中 本学× 

 

9月 1日  女子親善試合（リーグ戦形式） 

          日本体育大学   41中 ― 37中 本学× 

  4日  男子親善試合（リーグ戦形式） 

          東京学芸大学   67中 ― 89中 本学◯ 

      女子親善試合（リーグ戦形式） 

          成城大学     45中 ― 39中 本学× 

 

男子（Ⅳ部 A) 女子(Ⅳ部 C) 

9 月 11 日 リーグ戦第一週 

上智大学 100 中 ― 90 中 本学× 日本体育大学 47 中 ― 35 中 本学× 

                       18 日 リーグ戦第二週 

明治学院大学 94 中 ― 90 中 本学× 空き週 

                       25 日 リーグ戦第三週 

明星大学 87 中 ― 96 中 本学◯ 二松学舎大学 23 中 ― 35 中 本学◯ 

10 月 2 日 リーグ戦第四週 

空き週 東京学芸大学 42 中 ― 36 中 本学× 

                        9 日 リーグ戦第五週 

芝浦工業大学 98 中 ― 97 中 本学× 学習院女子大学 48 中 ― 42 中 本学× 

16 日 リーグ戦順位決定戦 

  
明星大学 98 中 ― 84 中 本学× 

23 日 リーグ戦入れ替え戦 

立正大学 93 中 ― 88 中 本学× 

      

 男子 Ⅴ部降格 

      女子 Ⅳ部残留 

11月 19日 梓杯争奪戦・梓総会  後期活動終了 
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平成 29 年度リーグ戦結果 

 

リーグ戦Ⅳ部 Aブロック試合結果 

 

 

女子部リーグ戦Ⅳ部 Cブロック試合結果 

 

 

 

94 105 108 0.623 2

4

111 100 89 88 0.606 3

90 90 0.583 5

105 87 102 103 0.620

明治学院

98 108

97 96

92

的中率 順位

芝浦工業

玉川

明星

上智

106 99 0.642 1

芝浦工業 玉川 明星 上智 明治学院

0.297 5

日本体育 47 52 48 45 0.600 1

二松学舎 23 25 26 21

0.553 2

東京学芸 42 30 27 35 0.419 3

学習院女子 48 43 45 41

的中率 順位

玉川 42 36 35 35 0.463 4

玉川 学習院女子東京学芸 二松学舎 日本体育
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平成二十九年度新役員 
 

 

 

部長    相原 威   工学部教授 

師範    西井 義昭 

監督    星 洸太   平成十七年度卒業 

コーチ   野中  善裕 平成十七年度卒業 

 

 

主将    児山 乃流   国際経営学科 2 年 

女子責任者     三好 雪奈   乳幼児発達学科 2 年 

 

副将        金子 貴一   生物源学科 1 年 

女責補佐        香取 環    メディアデザイン学科 1 年 

 

主務        鍔本 巧    生物環境システム学科 2 年 

女子主務     山口 梓    人間学科 1 年 

 

会計        野坂 竜矢    リベラルアーツ学科 1 年 

女子会計     鈴木 ひなの  英語教育学科 1 年 

 

主務補佐     上野 誠晃   生物環境システム学科 1 年 

女子主務補佐   溝端 いずみ  エンジニアリングデザイン学科 1 年 

 

会計補佐     安冨 雄哉   人間学科 1 年 

女子会計補佐   栗林 果穂    エンジニアリングデザイン学科 1 年 

 

運営委員     宇佐美 匠   教育学科 1 年 
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平成二十九年度行事予定表 

 

 

平成 28 年 12 月 代々木研修会 

平成 29 年 1 月  初射会 

2 月  幹部研修会 

     3 月  恩だし射会・恩だしコンパ 

卒業式・茶話会 

春期合宿 

新人戦 

         4 月  入学式 

女子記録会 

         5 月  百射会 

    学生審査 

          6 月   月例射会 

新入生歓迎会 

新入生歓迎行事 

全関東学生弓道選手権大会予選 

全関東学生弓道選手権大会 

7 月  全日本学生弓道選手権大会予選 

部長杯 

         8 月   全日本学生弓道選手権大会 

全日本学生弓道遠的選手権大会 

夏期合宿 

9 月  リーグ戦 

        10 月  リーグ戦     

順位決定戦 

               入替戦 

11 月  コスモス祭 

学生審査 

梓杯争奪戦・梓総会 


