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小林　郁弥（法４）
清川　佑介（法４）
今泉　　太（経４）
塩入　龍哉（経４）
吉川　和宏（経４）

井黒　友斗（法３）
淵田　　衣（法３）
早野　恵太（経３）

小林　由斉（法２）
里川日向子（法２）
中村　優汰（法２）
早川　実沙（法２）
福冨　賢太（法２）
大和田美琴（経２）
野口　優太（経２）

遠藤　雅也（法１）
鈴木　みお（法１）
別府　一樹（法１）
西山　綾乃（法１）
和田　和也（経１）
秀平　拓海（経１）
田港　広大（危１）
江田　和樹（危１）
佐成優偉麗（ス１）
小林　瞭太（ス１）

⑮射撃
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平成27年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（AR）
　３月12日～３月13日　於宮城県ライフル射撃場
種目

10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
10ｍＳ60Ｍ
第１位 長谷川智彦（立 命� 館） 207.7点
第２位 島田　　敦（埼 玉） 205.7点
第３位 八川　綾祐（関 西） 184.8点
第４位 橋爪　一馬（岐 阜） 164.8点
第５位 岡田　直也（東 京） 142.4点
第６位 岩崎　貴文（岡 山） 122.0点
第７位 小林　郁弥（本 学） 100.3点
第８位 篠原　章宏（和 歌 山） 80.1点

井黒　友斗（本 学） 617.7点
中村　優汰（本 学） 615.1点
野口　優太（本 学） 612.8点
吉川　和宏（本 学） 610.2点
早野　恵太（本 学） 607.0点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 一ノ渡　桜（神 奈 川） 208.1点
第２位 鵜飼　風音（同 志 社） 206.0点
第３位 千葉　朔海（千 葉） 184.2点
第４位 清水　綾乃（自 衛 校） 162.7点
第５位 古野本真希（埼 玉） 141.6点
第６位 湯浅　菜月（A L S O K） 121.2点
第７位 奈良　友貴（山 梨 学 院） 99.4点
第８位 高野こえだ（中 央） 78.5点

里川日向子（本 学） 410.4点
早川　実沙（本 学） 406.1点
大和田美琴（本 学） 388.2点

ＩＳＳＦジュニアカップ（ドイツ）
　４月28日～５月７日　於ドイツ連邦共和国（ズール市）
種目

10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
10ｍＳ40Ｗ
第１位 GOMEZ　Judith（ＦＲＡ） 417.8点

第２位 ENGLER　Tal（ＩＳＲ） 415.9点
第３位 GALASHINA　Anastasiia（ＲＵＳ） 415.0点
第４位 RASTOGI　Aashi（ＩＮＤ） 414.4点
第５位 KHARKOVA　Tatiana（ＲＵＳ） 414.1点
第６位 KOMOROWSKA　Katarzyna（ＰＯＬ） 413.6点
※第７位 BOLDINOVA　Daria（ＲＵＳ） 413.4点
※第８位 SCHIAVA　Maria（ＩＴＡ） 413.4点

早川　実沙（本 学） 411.6点
＊尚、７位と８位はセンター数により決定いたしまし
た。

平成28年度関東学生ライフル射撃選手権春季大会
　６月２日～６月５日

於埼玉県長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
50ｍＰ60Ｗ
（50メートル伏射60発女子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）
10ｍＡＰ40Ｗ
（10メートルエアーピストル40発女子競技）

男子団体結果
第１位 本　　　学 7039.5点
第２位 明　　　治 6985.2点
第３位 東　　　洋 6983.3点

女子団体結果
第１位 明　　　治 2883点
第２位 中　　　央 2871.9点
第３位 法　　　政 2898.1点

本　　　学 2832.5点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 本　　　学 3391点
第２位 明　　　治 3358点
第３位 東　　　洋 3354点

成　績
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50ｍ３×20Ｗ
第１位 明　　　治 1673点
第２位 中　　　央 1655点
第３位 法　　　政 1651点

本　　　学 1606点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 本　　　学 1820.8点
第２位 東　　　洋 1813.2点
第３位 明　　　治 1812.4点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1827.7点
第２位 中　　　央 1827.7点
第３位 明　　　治 1814.8点

10ｍＳ40Ｍ
第１位 本　　　学 1226.5点
第２位 早　稲　田 1222.8点
第３位 法　　　政 1217.4点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 445.8点
第２位 吉川　和宏（本 学） 442.3点
第３位 二木　俊輔（東 洋） 431.6点
第４位 柳川由太郎（明 治） 415.2点
第５位 鈴木　純一（中 央） 405.6点
第６位 玉城　弘也（明 治） 394.5点
第７位 谷川　　諒（早 稲 田） 380.4点
第８位 砥綿　雄貴（東 洋） 370.9点

井黒　友斗（本 学） 1117点
今泉　　太（本 学） 1115点
早野　恵太（本 学） 1114点
清川　佑介（本 学） 1113点
小林　由斉（本 学） 1110点
中村　優汰（本 学） 1108点
野口　優太（本 学） 1099点
福冨　賢太（本 学） 1077点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 新里葉津紀（中 央） 439.8点
第２位 長島　　遥（早 稲 田） 438.4点
第３位 時田亜也加（明 治） 421.1点
第４位 小畑　まゆ（明 治） 412.6点
第５位 永澤　　瞳（明 治） 400.1点
第６位 小澤　綾香（明 治） 390.7点
第７位 早川　実沙（本 学） 381.6点
第８位 大嶋美和子（法 政） 381.0点

淵田　　衣（本 学） 545点
大和田美琴（本 学） 540点
里川日向子（本 学） 501点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 福冨　賢太（本 学） 202.9点
第２位 吉川　和宏（本 学） 202.7点
第３位 二木　俊輔（東 洋） 181.9点
第４位 玉城　弘也（明 治） 160.6点
第５位 谷川　　諒（早 稲 田） 139.2点
第６位 小林　郁弥（本 学） 118.5点
第７位 小林　由斉（本 学） 96.4点
第８位 金子　将之（早 稲 田） 77.9点

今泉　　太（本 学） 603.4点
野口　優太（本 学） 603.2点
中村　優汰（本 学） 599.3点
田港　広大（本 学） 598.4点
早野　恵太（本 学） 595.4点
清川　佑介（本 学） 590.3点
井黒　友斗（本 学） 586.5点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 長島　　遥（早 稲 田） 615.5点

※第２位 永澤　　瞳（明 治） 609.1点
※第３位 新里葉津紀（中 央） 609.1点
第４位 時田亜也加（明 治） 608.2点
第５位 早川　実沙（本 学） 607.0点
第６位 小畑　まゆ（明 治） 603.1点
第７位 高野こえだ（中 央） 602.3点
第８位 一ノ渡　桜（法 政） 600.6点

淵田　　衣（本 学） 567.1点
※�尚、２位と３位は最終シリーズにより決定いたし
ました。

10ｍＳ60Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 203.8点
第２位 別府　一樹（本 学） 203.4点
第３位 竹澤　隼人（明 治） 181.9点
第４位 遠藤　雅也（本 学） 160.8点
第５位 鈴木　純一（中 央） 140.4点
第６位 柴﨑洋一郎（法 政） 119.2点
第７位 塩入　龍哉（本 学） 97.9点
第８位 早川　　匠（中 央） 77.2点

吉川　和宏（本 学） 608.6点
小林　由斉（本 学） 606.8点
中村　優汰（本 学） 606.1点
清川　佑介（本 学） 604.0点
小林　瞭太（本 学） 601.9点
井黒　友斗（本 学） 601.5点
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野口　優太（本 学） 600.4点
江田　和樹（本 学） 599.4点
和田　和也（本 学） 597.8点
福冨　賢太（本 学） 592.5点
早野　恵太（本 学） 591.7点
田港　広大（本 学） 591.0点
秀平　拓海（本 学） 584.9点
今泉　　太（本 学） 582.6点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 千葉　朔海（早 稲 田） 205.4点
第２位 小山真奈美（中 央） 204.7点
第３位 一ノ渡　桜（法 政） 181.8点
第４位 早川　実沙（本 学） 161.1点
第５位 諏訪　美月（山 梨） 141.4点
第６位 永澤　　瞳（明 治） 118.1点
第７位 田中　美沙（早 稲 田） 98.9点
第８位 大和田美琴（本 学） 78.3点

鈴木　みお（本 学） 407.5点
里川日向子（本 学） 405.4点
西山　綾乃（本 学） 400.2点
淵田　　衣（本 学） 398.7点

10ｍＡＰ40Ｗ
第１位 関根　留菜（早 稲 田） 356点
第２位 佐成優偉麗（本 学） 353点
第３位 伊藤　胡桃（東 北） 349点

平成28年度東日本学生ライフル射撃選手権大会
　６月18日～６月19日　於埼玉県長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×20Ｍ
（50メートル３姿勢20発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60ＭＷ
（50メートル伏射60発男子女子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）

総合結果
第１位 本　　　学 1822.3点
第２位 明　　　治 1802.6点
第３位 東　　　洋 1802.2点

50ｍ３×20Ｍ
第１位 明　　　治 1689点

第２位 早　稲　田 1671点
第３位 東　　　洋 1667点

本　　　学 1656点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 明　　　治 1679点
第２位 早　稲　田 1667点
第３位 法　　　政 1666点

本　　　学 1645点

50ｍＰ60ＭＷ
第１位 早　稲　田 1819.7点
第２位 東　　　洋 1817.4点
第３位 明　　　治 1806.7点

本　　　学 1796.9点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1822.3点
第２位 明　　　治 1802.6点
第３位 東　　　洋 1802.2点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 明　　　治 1222.4点
第２位 法　　　政 1215.5点
第３位 本　　　学 1213.7点

試合結果
50ｍ３×20Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 573点

※第２位 二木　俊輔（東 洋） 570点
※第３位 玉城　弘也（明 治） 570点
※第４位 吉川　和宏（本 学） 570点
第５位 山本　修正（法 政） 568点
第６位 浜端　　瑛（明 治） 565点
第７位 小林　由斉（本 学） 563点
第８位 谷川　　諒（早 稲 田） 562点

清川　佑介（本 学） 570点
早野　恵太（本 学） 571点
中村　優汰（本 学） 565点
今泉　　太（本 学） 565点
井黒　友斗（本 学） 558点
田港　広大（本 学） 557点
福冨　賢太（本 学） 556点
野口　優太（本 学） 555点

※尚、２位と３位と４位はセンター数により決定いた
しました。

50ｍ３×20Ｗ
第１位 長島　　遥（早 稲 田） 567点
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第２位 早川　実沙（本 学） 564点
第３位 時田亜也加（明 治） 563点

※第４位 永澤　　瞳（明 治） 562点
※第５位 一ノ渡　桜（法 政） 562点
第６位 小澤　綾香（明 治） 560点
第７位 末本　佳那（早 稲 田） 558点
第８位 大嶋美和子（法 政） 555点

淵田　　衣（本 学） 541点
大和田美琴（本 学） 540点
里川日向子（本 学） 513点

※尚、４位と５位はセンター数により決定いたしまし
た。

50ｍＰ60ＭＷ
第１位 長島　　遥（早 稲 田） 610.1点
第２位 時田亜也加（明 治） 609.8点
第３位 小林　郁弥（本 学） 609.5点
第４位 早川　実沙（本 学） 609.3点
第５位 吉川　和宏（本 学） 608.5点
第６位 谷川　　諒（早 稲 田） 607.7点
第７位 石田　裕一（明 治） 607.4点
第８位 砥綿　雄貴（東 洋） 607.2点

今泉　　太（本 学） 605.5点
清川　佑介（本 学） 604.0点
野口　優太（本 学） 602.3点
小林　由斉（本 学） 600.5点
福冨　賢太（本 学） 597.5点
里川日向子（本 学） 591.3点
中村　優汰（本 学） 590.1点
淵田　　衣（本 学） 590.1点
大和田美琴（本 学） 584.1点
井黒　友斗（本 学） 583.7点
田港　広大（本 学） 580.3点
早野　恵太（本 学） 577.7点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 清川　佑介（本 学） 613.7点
第２位 遠藤　雅也（本 学） 612.8点
第３位 井上　達貴（東 洋） 612.0点
第４位 塩入　龍哉（本 学） 611.9点
第５位 石田　裕一（明 治） 610.8点
第６位 柴㟢洋一郎（法 政） 610.6点
第７位 山本　拓生（東 洋） 609.5点
第８位 吉川　和宏（本 学） 609.0点

小林　由斉（本 学） 608.6点
小林　郁弥（本 学） 605.1点
中村　優汰（本 学） 605.0点
別府　一樹（本 学） 604.4点
早野　恵太（本 学） 603.6点

井黒　友斗（本 学） 602.5点
小林　瞭太（本 学） 601.5点
江田　和樹（本 学） 599.8点
和田　和也（本 学） 597.1点
福冨　賢太（本 学） 596.9点
田港　広大（本 学） 596.7点
野口　優太（本 学） 592.1点
秀平　拓海（本 学） 588.8点
今泉　　太（本 学） 581.1点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 時田亜也加（明 治） 613.7点
第２位 諏訪　美月（山 梨） 612.8点
第３位 一ノ渡　桜（法 政） 410.6点
第４位 福岡　　澪（東 北） 408.9点
第５位 奈良　友貴（山 梨） 408.3点
第６位 小畑　まゆ（明 治） 407.1点
第７位 劉　　炫慈（明 治） 407.0点
第８位 大和田美琴（本 学） 406.0点

里川日向子（本 学） 404.0点
鈴木　みお（本 学） 403.6点
早川　実沙（本 学） 399.7点
淵田　　衣（本 学） 399.4点

平成28年度第46回西日本ライフル射撃競技選手権大会
　６月25日～６月26日　於つつがライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＰ60Ｍ
（10メートル伏射60発男子競技）

試合結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 岡田　直也（岡 山） 1146点
第２位 吉川　和宏（本 学） 1140点

※第３位 岡　　篤彦（滋 賀） 1132点
※第４位 磯部　直樹（大 分） 1132点
第５位 岩崎　貴文（滋 賀） 1131点
第６位 岩崎　　俊（長 崎） 1126点
第７位 町田健太郎（学 連） 1124点
第８位 園部　和貴（兵 庫） 1122点

清川　佑介（本 学） 1095点
福冨　賢太（本 学） 1088点

※尚、３位と４位はセンター数により決定いたしまし
た。
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50ｍＰ60Ｍ
第１位　岩崎　　俊（長 崎） 619.5点
第２位 坂木　直哉（兵 庫） 619.4点
第３位 垣見　昌男（大 阪） 615.9点
第４位 山岡　茂俊（山 口） 614.6点
第５位 荒木　俊明（大 阪） 614.3点
第６位 岡　　篤彦（滋 賀） 613.3点
第７位 木内栄一郎（徳 島） 613.1点
第８位 中村　公俊（宮 崎） 612.9点

吉川　和宏（本 学） 609.5点
福冨　賢太（本 学） 591.9点
田港　広大（本 学） 581.7点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 岡田　直也（岡 山） 626.2点
第２位 岩崎　貴文（滋 賀） 614.9点
第３位 塩入　龍哉（本 学） 614.2点
第４位 日浦　典之（徳 島） 611.5点
第５位 岩崎　　俊（長 崎） 609.4点
第６位 中嶋　啓太（滋 賀） 608.9点
第７位 竹中　克幸（学 連） 608.2点
第８位 町田健太郎（学 連） 607.9点

田港　広大（本 学） 587.6点

平成28年度第46回東日本ライフル射撃競技選手権大会
　６月25日～６月26日　於スポーツ・パル高根の郷
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
50ｍＰ60Ｗ
（50メートル伏射60発女子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）
10ｍＡＰ40Ｗ
（10メートルエアーピストル40発女子競技）

50ｍ３×40Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 1161点
第２位 橋爪　一馬（岐 阜） 1157点

※第３位 長田　好生（山 梨） 1140点
※第４位 嘉山　　豪（神 奈 川） 1140点
※第５位 信田　健介（神 奈 川） 1140点
※第６位 三島　裕介（東 京） 1139点

※第７位 今泉　　太（本 学） 1139点
※第８位 津場　恭平（東 京） 1139点

中村　優汰（本 学） 1119点
※尚、３位から８位はセンター数により決定いたしま
した。

50ｍ３×20Ｗ
第１位 岩田　聖子（宮 城） 579点
第２位 早川　実沙（本 学） 574点
第３位 砥石　真衣（長 野） 572点
第４位 前田　絵美（千 葉） 571点
第５位 山田　優子（茨 城） 569点
第６位 冬木　翔子（福 井） 568点
第７位 坂本由美子（岩 手） 567点
第８位 生駒　早織（東 京） 567点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 谷島　　緑（埼 玉） 621.8点
第２位 津場　恭平（東 京） 619.5点
第３位 富澤　功嗣（埼 玉） 618.2点
第４位 猪坂　朋彦（福 井） 617.7点
第５位 信田　健介（神 奈 川） 617.2点
第６位 金坂　広幸（千 葉） 617点
第７位 朝比奈昌利（静 岡） 615.7点
第８位 織田　祐宏（福 井） 615.3点

今泉　　太（本 学） 614.9点
中村　優汰（本 学） 604.8点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 砥石　真衣（長 野） 617.2点
第２位 岩田　聖子（宮 城） 616.1点
第３位 大嶋美和子（山 梨） 613点
第４位 松島　　愛（東 京） 609.5点
第５位 早川　実沙（本 学） 609.1点
第６位 和田　　渚（福 井） 594.1点
第７位 中里　志穏（早 稲 田） 593.5点
第８位 樋口　咲希（山 形） 590点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 島田　　敦（埼 玉） 625.4点
第２位 土屋　陽平（岐 阜） 618.6点
第３位 橋爪　一馬（岐 阜） 616.8点
第４位 早川　　匠（埼 玉） 615.8点
第５位 長田　好生（山 梨） 612点
第６位 田中　貴久（東 京） 611.4点
第７位 津場　恭平（東 京） 610.4点
第８位 川原　智志（静 岡） 609.5点

小林　瞭太（本 学） 609.4点
小林　郁弥（本 学） 606.6点
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別府　一樹（本 学） 602.9点
中村　優汰（本 学） 600.8点
井黒　友斗（本 学） 593.7点
野口　優太（本 学） 581.2点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 一ノ渡　桜（神 奈 川） 413.3点
第２位 岩田　聖子（宮 城） 412.7点
第３位 清水　春香（石 川） 411.6点

※第４位 前田　絵美（千 葉） 410.2点
※第５位 安孫子　花（新 潟） 410.2点
第６位 早川　実沙（本 学） 410.1点
第７位 生駒　早織（東 京） 408.8点
第８位 大和田美琴（本 学） 408.6点

鈴木　みお（本 学） 407.5点
里川日向子（本 学） 393.6点

※尚、４位と５位はセンター数により決定いたしまし
た。

10ｍＡＰ40Ｗ
第１位 北嶋那実子（東 京） 579点
第２位 佐々木千鶴（岩 手） 574点
第３位 吉澤　壽代（埼 玉） 572点
第４位 山田　聡子（埼 玉） 571点
第５位 中山　亜弥（千 葉） 569点
第６位 関根　留菜（埼 玉） 568点
第７位 佐成優偉麗（本 学） 567点
第８位 島田友美子（東 京） 567点

平成28年度第12回日本学生選抜ライフル射撃競技選手権大会
　７月２日～７月３日　於大阪府能勢町射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
50ｍＰ60Ｗ
（50メートル伏射60発女子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）
10ｍＡＰ40Ｗ
（10メートルエアーピストル40発女子競技）

男子団体結果
第１位 本　　　学 7016.8点
第２位 関　　　西 6987.7点
第３位 明　　　治 6980.6点

50ｍ３×40Ｍ
第１位 本　　　学 3365点
第２位 明　　　治 3363点
第３位 関　　　西 3362点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 本　　　学 1809.7点
第２位 東　　　洋 1806点
第３位 明　　　治 1805.8点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1842.1点
第２位 関　　　西 1827.1点
第３位 明　　　治 1811.8点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 八川　綾佑（関 西） 448.0点
第２位 小林　郁弥（本 学） 437.5点
第３位 二木　俊輔（東 洋） 422.7点
第４位 吉川　和宏（本 学） 412.1点
第５位 盛田　泰成（中 央） 401.8点
第６位 山本　修生（法 政） 390.1点
第７位 玉城　弘也（明 治） 381.0点
第８位 柳川由太郎（明 治） 373.3点

今泉　　太（本 学） 1121点
早野　恵太（本 学） 1101点
井黒　友斗（本 学） 1093点
清川　佑介（本 学） 1084点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 鵜飼　風音（同 志 社） 439.8点
第２位 天野　愛理（同 志 社） 438.4点
第３位 一ノ渡　桜（法 政） 421.1点
第４位 早川　実沙（本 学） 412.6点
第５位 時田亜也加（明 治） 400.1点
第６位 淵田　　衣（本 学） 390.7点
第７位 小畑　まゆ（明 治） 381.6点
第８位 小澤　綾香（明 治） 381.0点

大和田美琴（本 学） 1084点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 204.1点
第２位 玉城　弘也（明 治） 200.8点
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第３位 八川　綾佑（関 西） 180.3点
第４位 吉川　和宏（本 学） 160.3点
第５位 二木　俊輔（東 洋） 139.6点
第６位 伊藤　良平（関 西） 117.0点
第７位 谷川　　諒（早 稲 田） 95.3点
第８位 砥綿　雄貴（東 洋） 74.8点

中村　優汰（本 学） 592.7点
福冨　賢太（本 学） 588.9点
小林　由斉（本 学） 582.8点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 八川　綾佑（関 西） 207.0点
第２位 長谷川智彦（立 命� 館） 203.6点
第３位 遠藤　雅也（本 学） 184.5点
第４位 中嶋　啓太（関 西） 160.7点
第５位 塩入　龍哉（本 学） 142.5点
第６位 小林　郁弥（本 学） 121.5点
第７位 山本　拓生（東 洋） 98.7点
第８位 石田　裕一（明 治） 78.1点

別府　一樹（本 学） 607.0点
吉川　和宏（本 学） 604.0点

10ｍＳ40Ｗ
第１位　一ノ渡　桜（法 政） 207.3点
第２位 千葉　朔海（早 稲 田） 205.7点
第３位 松巾　亜由（立 命� 館） 183.9点
第４位 堅田みちる（関 西） 163.6点
第５位 奥村　美夏（関 西） 140.9点
第６位 大和田美琴（本 学） 119.6点
第７位 阿部　美咲（関 西） 99.4点
第８位 杉崎　礼子（常 葉） 78.1点

早川　実沙（本 学） 409.2点
鈴木　みお（本 学） 408.5点

10ｍＡＰ40Ｗ
第１位 足立利佐子（同 志 社） 366点
第２位 山田　　愛（同 志 社） 363点
第３位 伊藤　胡桃（東 北） 357点

※第４位 杠　明香里（同 志 社） 351点
※第５位　内田　　翠（長 崎） 351点
※第６位 関根　留菜（早 稲 田） 351点
第７位 佐成優偉麗（本 学） 350点
第８位　西　　彩花（同 志 社） 347点

※尚、４位と５位と６位はセンター数により決定いた
しました。

世界大学選手権大会
　９月12日～９月20日

　於ポーランドザヴィシャ射撃場
種目

10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）

試合結果
10ｍＳ60Ｍ
第１位 SHEORAN�Akhi（IND） 207.0点
第２位 BARTNIK�Tomasz（POL） 205.0点
第３位 DURR�Christooh（SUI） 183.7点
第４位 ZHAO�Shitao（CHN） 163.1点
第５位 八川　綾佑（JPN） 142.1点
第６位 BAUDOUIN�Brain（FRA） 121.2点
第７位 TORTUNGPANICH�Napis（THA） 101.6点
第８位 LU�Shao-Chuan（TPE） 80.5点

小林　郁弥（本学） 615.5点

50ｍ３×40Ｍ
第１位 BARTNIK�Tomasz（POL） 453.0点
第２位 NYMBURSKY�Pelr（CZE） 449.7点
第３位 TORTUNGPANICH�Napis（THA） 438.7点
第４位 JANY�Palnk（SVK） 426.1点
第５位 STENSTROM�Joni（FIN） 415.6点
第６位 WOJTASIAK�Maciej（POL） 404.3点
第７位 SHEORAN�Akhi（IND） 393.3点
第８位 CHOI�Hyunchul（KOR） 392.9点

小林　郁弥（本学） 1146点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 MAJKA�Marcin（POL） 206.6点
第２位 BAUDOUIN�Brain（FRA） 206.1点
第３位 RODRIGUES�Pierre（FRA） 185.5点
第４位 MORENO�FLORES�Remi（FRA） 163.7点
第５位 KELENC�Zan（SLO） 141.8点
第６位 ANDERSSON�Sam（SWE） 122.0点
第７位 BALE�Dean�Richard（GBR） 100.5点
第８位 PIETRUK�Pawel（POL） 81.0点

小林　郁弥（本学） 609.8点

平成28年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会
　９月15日～９月18日　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ

－285－



（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
50ｍＰ60Ｗ
（50メートル伏射60発女子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）
10ｍAP40Ｗ
（10メートルエアーピストル40発女子競技）

男子団体結果
第１位 明　　　治 7041.2点
第２位 本　　　学 7006.5点
第３位 東　　　洋 6982.8点

女子団体結果
第１位 早　稲　田 2884.3点
第２位 本　　　学 2881.9点
第３位 明　　　治 2875.2点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 明　　　治 3380点
第２位 本　　　学 3358点
第３位 東　　　洋 3355点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 早　稲　田 1680点
第２位 明　　　治 1662点
第３位 本　　　学 1659点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 明　　　治 1837.3点
第２位 東　　　洋 1820.4点
第３位 早　稲　田 1808.9点

本　　　学 1803点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1845.5点
第２位 明　　　治 1823.9点
第３位 中　　　央 1816.1点

10ｍＳ40Ｍ
第１位 本　　　学 1222.9点
第２位 中　　　央 1216.6点

第３位 法　　　政 1213.3点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 玉城　弘也（明 治） 442.4点
第２位 小林　由斉（本 学） 441.7点
第３位 柳川由太郎（明 治） 429.9点
第４位 中村　優汰（本 学） 419.5点
第５位 二木　俊輔（東 洋） 405.0点
第６位 谷川　　諒（早 稲 田） 391.5点
第７位 鈴金　純一（中 央） 376.9点
第８位 井黒　友斗（本 学） 372.5点

吉川　和宏（本 学） 1125点
野口　優太（本 学） 1118点
清川　佑介（本 学） 1110点
今泉　　太（本 学） 1103点
早野　恵太（本 学） 1102点
田港　広大（本 学） 1110点
福冨　賢太（本 学） 1108点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 高野こえだ（中 央） 432.7点
第２位 小澤　綾香（明 治） 429.5点
第３位 大嶋美和子（法 政） 421.5点
第４位 大和田美琴（本 学） 409.1点
第５位 末本　佳那（早 稲 田） 399.7点
第６位 小畑　まゆ（明 治） 386.5点
第７位 永澤　　瞳（明 治） 374.7点
第８位 長島　　遥（早 稲 田） 372.8点

淵田　　衣（本 学） 555点
里川日向子（本 学） 549点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 小林　由斉（本 学） 202.2点
第２位 柳川由太郎（明 治） 201.0点
第３位 二木　俊輔（東 洋） 179.7点
第４位 玉城　弘也（明 治） 159.9点
第５位 塩川　龍矢（明 治） 139.1点
第６位 中村　優汰（本 学） 117.2点
第７位 吉川　和宏（本 学） 98.7点
第８位 小田切　駿（東 洋） 76.3点

野口　優太（本 学） 603.2点
井黒　友斗（本 学） 600.1点
清川　佑介（本 学） 599.5点
田港　広大（本 学） 598.9点
早野　恵太（本 学） 595.2点
福冨　賢太（本 学） 589.2点
今泉　　太（本 学） 584.9点

－286－



50ｍＰ60Ｗ
第１位 長島　　遥（早 稲 田） 613.0点
第２位 中里　志穂（早 稲 田） 612.8点
第３位 小澤　綾香（明 治） 610.4点
第４位 平　奈瑠美（明 治） 602.4点
第５位 大和田美琴（本 学） 601.5点
第６位 高野こえだ（中 央） 599.9点
第７位 末本　佳那（早 稲 田） 598.2点
第８位 石山　　南（法 政） 598.2点

淵田　　衣（本 学） 597.1点
里川日向子（本 学） 572.6点

※�尚、７位と８位は最終シリーズにより決定いたしま
した。

10ｍＳ60Ｍ
第１位 遠藤　雅也（本 学） 204.8点
第２位 中村　優汰（本 学） 203.9点
第３位 竹澤　隼人（明 治） 182.7点
第４位 塩入　龍哉（本 学） 161.7点
第５位 井上　達貴（東 洋） 139.6点
第６位 鈴水　純一（中 央） 120.3点
第７位 早川　　匠（中 央） 99.2点
第８位 柳川由太郎（明 治） 78.0点

小林　瞭太（本 学） 607.1点
小林　由斉（本 学） 606.5点
田港　広大（本 学） 605.7点
井黒　友斗（本 学） 603.9点
早野　恵太（本 学） 600.0点
野口　優太（本 学） 599.8点
秀平　拓海（本 学） 599.0点
和田　和也（本 学） 598.0点
清川　佑介（本 学） 597.0点
吉川　和宏（本 学） 595.1点
別府　一樹（本 学） 594.1点
福冨　賢太（本 学） 591.0点
江田　和樹（本 学） 582.1点
今泉　　太（本 学） 573.3点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 高野こえだ（中 央） 202.0点
第２位 鈴木　みお（本 学） 201.9点
第３位 大和田美琴（本 学） 180.1点
第４位 里川日向子（本 学） 160.4点
第５位 奈良　友貴（山 梨 学 院） 140.4点
第６位 諏訪　美月（山 梨 学 院） 118.5点
第７位 劉　　炫慈（明 治） 97.0点
第８位 芋生　彩乃（立 教） 72.1点

淵田　　衣（本 学） 403.0点
西山　綾乃（本 学） 377.6点

10ｍAP40W
第１位 佐成優偉麗（本 学） 369点
第２位 関根　留菜（早 稲 田） 352点
第３位 伊藤　胡桃（東 北） 340点

ISSFジュニアカップ
　９月16日～９月23日

　於アゼルバイジャン　ガバラ射撃場
種目

10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
10ｍＳ40Ｗ
第１位 GALASHINA�Anastasiia（RUS） 210.6点
第２位 KHARKOVA�Tatiana（RUS） 207.5点
第３位 VELOSD�Martina�Lindsay（RUS） 186.0点
第４位 BOLDINOVA�Daria（RUS） 164.2点
第５位 BINTE�NASSARUDDIN�Nurul�Syafiqa（SIN） 142.0点
第６位 EFIMOVA�Olga（RUS） 121.3点
第７位 TAN�Qian�Xiu�Adele（SIN） 100.6点
第８位 GILL�Dilreen（IND） 80.5点

早川　実沙（本 学） 402.2点

全日本学生ライフル射撃選手権大会
　10月20日～10月23日

　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）

男女総合団体結果
第１位 本　　　学 （34pt）
第２位 明　　　治 （30pt）
第２位 中　　　央 （30pt）

総合団体結果
第１位 本　　　学 7115.4点（24pt）
第２位 中　　　央 7014.1点（18pt）
第３位 明　　　治 7011.6点（17pt）

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 本　　　学 3439点（8pt）
第２位 明　　　治 3377点（7pt）
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第３位 関　　　西 3375点（6pt）

50ｍＰ60Ｍ
第１位 本　　　学 1829.9点（8pt）
第２位 中　　　央 1820.1点（7pt）
第３位 早　稲　田 1817.3点（6pt）

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1846.5点（8pt）
第２位 東　　　洋 1827.0点（7pt）
第３位 中　　　央 1826.0点（6pt）

試合結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 452.3点
第２位 柳川由太郎（明 治） 441.5点
第３位 小林　由斉（本 学） 431.3点
第４位 盛田　奉成（同 志 社） 419.7点
第５位 伊藤　良平（関 西 学 院） 409.0点
第６位 吉川　和宏（本 学） 397.8点
第７位 町田健太郎（甲 南） 386.3点
第８位 山本　修生（法 政） 383.4点

中村　優汰（本 学） 1131点
井黒　友斗（本 学） 1124点
清川　佑介（本 学） 1112点
田港　広大（本 学） 1107点
野口　優太（本 学） 1104点
早野　恵太（本 学） 1103点
今泉　　太（本 学） 1098点
福冨　賢太（本 学） 1098点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 206.2点
第２位 柳川由太郎（明 治） 205.7点
第３位 吉川　和宏（本 学） 184.3点
第４位 山本　修生（法 政） 160.6点
第５位 町田健太郎（甲 南） 141.1点
第６位 盛田　奉成（同 志 社） 118.0点
第７位 谷川　　諒（早 稲 田） 98.2点
第８位 長谷川智彦（立 命� 館） 77.4点

小林　由斉（本 学） 609.9点
今泉　　太（本 学） 604.3点
中村　優汰（本 学） 603.0点
福冨　賢太（本 学） 601.7点
井黒　友斗（本 学） 600.1点
野口　優太（本 学） 598.9点
清川　佑介（本 学） 596.2点
早野　恵太（本 学） 594.5点
田港　広大（本 学） 592.4点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 八川　綾佑（関 西） 205.5点
第２位 柳川由太郎（明 治） 203.8点
第３位 石田　裕一（明 治） 183.4点
第４位 遠藤　雅也（本 学） 162.8点
第５位 早野　恵太（本 学） 141.8点
第６位 藤間　誼希（立 命� 館） 121.1点
第７位 塩入　龍哉（本 学） 100.7点
第８位 小林　郁弥（本 学） 80.1点

中村　優汰（本 学） 611.8点
小林　由斉（本 学） 610.7点
小林　瞭太（本 学） 607.9点
井黒　友斗（本 学） 607.6点
早野　恵太（本 学） 607.9点
吉川　和宏（本 学） 606.2点
別府　一樹（本 学） 604.7点
和田　和也（本 学） 597.6点
今泉　　太（本 学） 597.4点
田港　広大（本 学） 596.8点
江田　和樹（本 学） 595.7点
秀平　拓海（本 学） 593.9点
野口　優太（本 学） 590.0点
清川　佑介（本 学） 587.7点
福冨　賢太（本 学） 583.0点

全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
　10月20日～10月23日

　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｗ
（50メートル伏射60発女子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）
10ｍＡＰ40Ｗ
（10メートルエアーピストル40発女子競技）

総合団体結果
第１位 明　　　治 2910.7点（13pt）
第２位 中　　　央 2898.6点（12pt）
第３位 本　　　学 2897.4点（10pt）

各種目別団体結果
50ｍ３×20Ｗ
第１位 明　　　治 1695点（8pt）
第２位 早　稲　田 1686点（7pt）
第３位 本　　　学 1685点（6pt）
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10ｍＳ40Ｗ
第１位 関　　　西 1221.1点（8pt）
第２位 中　　　央 1217.6点（7pt）
第３位 立　命�　館 1217.4点（6pt）

本　　　学 1212.4点（0pt）

試合結果
50ｍ３×20Ｗ
第１位 時田亜也加（明 治） 442.7点
第２位 鵜飼　風音（同 志 社） 441.0点
第３位 早川　実沙（本 学） 426.1点
第４位 小畑　まゆ（明 治） 413.9点
第５位 大嶋美和子（法 政） 405.6点
第６位 新里葉津紀（中 央） 394.7点
第７位 津田　智永（関 西） 384.2点
第８位 中里　志穂（早 稲 田） 377.1点

大和田美琴（本 学） 562.0点
淵田　　衣（本 学） 551.0点
里川日向子（本 学） 540.0点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 松尾　裕乃（長 崎） 616.2点
第２位 大嶋美和子（法 政） 611.8点

※第３位 中里　志穂（早 稲 田） 608.9点
※第４位 田中　美里（近 畿） 608.9点
第５位 石山　　南（法 政） 607.3点
第６位 鵜飼　風音（同 志 社） 607.0点
第７位 松巾　亜由（立 命� 館） 605.2点
第８位 小山　真佳（立 教） 605.0点

淵田　　衣（本 学） 603.2点
大和田美琴（本 学） 597.1点

※�尚、３位と４位は最終シリーズにより決定いたしま
した。

10ｍＳ40Ｗ
第１位 千葉　朔海（早 稲 田） 206.6点
第２位 一ノ渡　桜（法 政） 204.6点
第３位 高野こえだ（中 央） 181.5点
第４位 阿部　有沙（同 志 社） 159.6点
第５位 阿部　美咲（関 西） 140.4点
第６位 松巾　亜由（立 命� 館） 120.4点
第７位 松本　　郁（関 東 学 院） 98.7点
第８位 清水　春香（中 央） 78.8点

鈴木　みお（本 学） 407.4点
早川　実沙（本 学） 404.1点
大和田美琴（本 学） 400.9点
里川日向子（本 学） 400.0点
淵田　　衣（本 学） 398.2点

10ｍＡＰ40Ｗ
第１位 山田　　愛（大 分） 366点
第２位 杠　明香里（同 志 社） 364点
第３位 佐成優偉麗（本 学） 363点

平成28年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
　10月27日～10月30日

　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）
10ｍＡＰ40Ｗ
（10メートルエアーピストル40発女子競技）

試合結果
50ｍ３×40Ｍ
第１位 柳川由太郎（東 京） 452.9点
第２位 山下　敏和（自 衛 隊） 448.0点
第３位 三島　裕介（東 京） 433.7点
第４位 小林　郁弥（本 学） 423.3点
第５位 谷島　　緑（埼 玉） 412.4点
第６位 岩崎　貴文（滋 賀） 402.9点
第７位 嘉山　　豪（神 奈 川） 391.6点
第８位 持永　洋壮（い ち ご） 390.3点

吉川　和宏（本 学） 1139点
中村　優汰（本 学） 1137点
田港　広大（本 学） 1085点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 砥石　真衣（長 野） 443.6点
第２位 清水　綾乃（自 衛 隊） 442.8点
第３位 松本　靖世（い ち ご） 432.0点
第４位 岩田　聖子（日 立 情 報） 419.6点
第５位 古野本真希（日 立 情 報） 408.7点
第６位 和田　　渚（福 井） 397.2点
第７位 安西　美帆（滋 賀） 382.7点
第８位 佐々木亜子（大 阪） 376.7点

早川　実沙（本 学） 562点
里川日向子（本 学） 535点
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50ｍＰ60Ｍ
第１位 谷島　　緑（埼 玉） 208.6点
第２位 川村　昌弘（茨 城） 205.7点
第３位 垣見　昌男（大 阪） 185.0点
第４位 持永　洋壮（い ち ご） 164.0点
第５位 織田　祐宏（福 井） 144.1点
第６位 津場　恭平（東 京） 123.1点
第７位 山下　敏和（自 衛 隊） 101.9点
第８位 三島　裕介（東 京） 81.1点

小林　郁弥（本 学） 615.1点
吉川　和宏（本 学） 614.5点
田港　広大（本 学） 600.1点
野口　優太（本 学） 600.1点
福冨　賢太（本 学） 594.9点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 島田　　敦（埼 玉） 207.0点
第２位 山下　敏和（自 衛 隊） 206.5点
第３位 八川　綾祐（関 西） 184.6点
第４位 岡田　直也（A L S O K） 164.0点
第５位 橋爪　一馬（岐 阜） 143.2点
第６位 長田　好生（山 梨） 122.2点
第７位 長谷川智彦（立 命� 館） 100.8点
第８位 岡田　拓摩（埼 玉） 79.4点

吉川　和宏（本 学） 612.2点
井黒　友斗（本 学） 608.4点
小林　瞭太（本 学） 608.3点
早野　恵太（本 学） 608.3点
別府　一樹（本 学） 606.7点
秀平　拓海（本 学） 606.6点
和田　和也（本 学） 606.2点
中村　優汰（本 学） 604.7点
江田　和樹（本 学） 602.1点
田港　広大（本 学） 585.9点

10ｍＳ40W
第１位 清水　綾乃（自 衛 隊） 208.0点
第２位 千葉　朔海（千 葉） 206.7点
第３位 一ノ渡　桜（神 奈 川） 186.3点
第４位 綾戸　真美（滋 賀） 164.8点
第５位 髙橋　佳伶（南 陽） 142.7点
第６位 岩田　聖子（宮 城） 123.0点
第７位 古野本真希（日 立 情 報） 99.5点
第８位 安西　美帆（滋 賀） 78.2点

鈴木　みお（本 学） 409.6点
早川　実沙（本 学） 409.3点
大和田美琴（本 学） 403.6点
里川日向子（本 学） 401.3点

10ｍＡＰ40Ｗ
第１位 小西ゆかり（埼 玉） 198.4点
第２位 相澤ひかる（東 京） 198.0点
第３位 佐藤　絹子（東 京） 175.0点
第４位 前田　美帆（東 京） 155.0点
第５位 山田　聡子（埼 玉） 135.3点
第６位 中山　亜弥（千 葉） 110.5点
第７位 吉澤　壽代（埼 玉） 95.0点
第８位 関根　留菜（埼 玉） 71.4点

佐成優偉麗（本 学） 356点

平成28年度関東学生ライフル射撃新人戦大会
　11月4日～11月6日　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×20ＭＷ
（50メートル３姿勢20発新人競技）
50ｍＰ60ＭＷ
（50メートル伏射60発新人競技）
10ｍＳ40ＭＷ
（10メートル立射40発新人競技）
10ｍＡＰ40ＭＷ
（10メートルエアーピストル40発新人競技）

各種目別団体結果
10ｍＳ40ＭＷ
第１位 本　　　学 1217.0点
第２位 東　　　洋 1198.9点
第３位 法　　　政 1198.9点

試合結果
50ｍ３×20ＭＷ
第１位 井黒　友斗（本 学） 572点

※第２位 大嶋美和子（法 政） 569点
※第３位 中里　志穂（早 稲 田） 569点
第４位 千葉　朔海（早 稲 田） 568点
第５位 長島　　遥（早 稲 田） 562点
第６位 早川　実沙（本 学） 561点
第７位 谷川　　諒（早 稲 田） 559点
第８位 浅野　智寛（立 教） 558点

淵田　　衣（本 学） 556点
大和田美琴（本 学） 555点
中村　優汰（本 学） 548点
里川日向子（本 学） 538点
田港　広大（本 学） 536点

※�尚、２位と３位はセンター数により決定いたしまし
た。

50ｍＰ60ＭＷ
第１位 中里　志穂（早 稲 田） 616.7点
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第２位 眞城　永稔（早 稲 田） 615.5点
第３位 長島　　遥（早 稲 田） 609.9点
第４位 宇山　幸佑（慶 應） 609.6点
第５位 浅見　拓哉（東 洋） 609.5点
第６位 早川　実沙（本 学） 608.1点
第７位 浅野　智寛（立 教） 607.7点
第８位 砥綿　雄貴（東 洋） 606.7点

野口　優太（本 学） 603.5点
田港　広大（本 学） 600.4点
福冨　賢太（本 学） 598.5点
大和田美琴（本 学） 593.6点
里川日向子（本 学） 565.2点

10ｍＳ40ＭＷ
第１位 遠藤　雅也（本 学） 413.8点
第２位 早川　　匠（中 央） 411.2点
第３位 別府　一樹（本 学） 410.6点
第４位 岡田　亜美（立 教） 409.9点
第５位 鈴木　みお（本 学） 409.6点
第６位 田中　美沙（早 稲 田） 407.2点
第７位 和田　和也（本 学） 404.2点
第８位 江田　和樹（本 学） 404.0点

田港　広大（本 学） 401.8点
秀平　拓海（本 学） 396.3点
小林　瞭太（本 学） 393.6点
西山　綾乃（本 学） 344.4点

10ｍＡＰ40Ｗ
第１位 関根　留菜（早 稲 田） 366点
第２位 佐成優偉麗（本 学） 361点
第３位 伊藤　胡桃（東 北） 356点

第９回アジアエアガン選手権大会
　12月３日～12月９日　於イラン・テヘラン市
種目

10ｍＳ60ＭＹ
（10メートル立射60発青年男子競技）

試合結果
10ｍＳ60ＭＹ
第１位 ZOLFAGHARIAN�Amirsiyavash（IRI） 206.3点
第２位 SHI�Gengcheng（CHN） 205.8点
第３位 遠藤　雅也（本　学) 184.0点
第４位 USSEINOV�Lslam（KAZ） 163.2点
第５位 YU�Ziyang（CHN） 142.9点
第６位 GAO�Luqi（CHN） 121.2点
第７位 清水　彰人（JPN） 98.8点
第８位 HAZARIKA�Hniday（IND） 78.9点

ISSF　ワールドカップ　ニューデリー大会
　２月21日～３月３日　於インド　ニューデリー
種目

50ｍ３×40M
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍＰ60M
（50メートル伏射60発男子競技）

試合結果
50ｍ３×40M
第１位 HUI　Zicheng（CHN) 454.2点
第２位 SUN　Jian（CHN) 451.6点
第３位 LOCHBIHLER　Jan（SUI） 440.2点
第４位 TORTUNGPANICH　Napis（THA） 429.5点
第５位 RAJPUT　Sanjeev（IND) 420.6点
第６位 山下　敏和（JPN) 410.2点
第７位 SIDI　Peter（HUN） 400.1点
第８位 PAN　Junhui（CHN) 393.8点

小林　郁弥（本　学） 1146点

50ｍＰ60M
第１位 山下　敏和（JPN) 249.8点
第２位 LIU　Yukun（CHN) 249.3点
第３位 ROMANCZYK　Daniel（POL） 226.6点
第４位 HE　Denghua（CHN） 205.7点
第５位 PARR　Kenneth（GBR) 184.0点
第６位 LINK　Andre（GER） 161.8点
第７位 SINGH　Chain（IND) 141.9点
第８位 谷島　　緑（JPN） 121.3点

小林　郁弥（本　学） 608.7点

平成28年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（AR・AP）
　３月18日～３月19日　於スポーツ・パル高根の郷
種目

10ｍS60M
（10メートル立射60発男子競技）
10ｍS40W
（10メートル立射40発女子競技）
10ｍAP60M
（10メートルエアーピストル60発男子競技）
10ｍAP40W
（10メートルエアーピストル40発女子競技）

試合結果
10ｍS60M
第１位 橋爪　一馬（岐 阜） 204.6点
第２位 山下　敏和（自 衛 隊） 204.0点
第３位 松本　崇志（自 衛 隊） 183.3点
第４位 八川　綾佑（関 西） 163.5点
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第５位 長部谷　響（自 衛 隊） 142.4点
第６位 持永　洋壮（宮 崎） 120.9点
第７位 姫野　佑輝（埼 玉） 99.5点
第８位 篠原　章宏（福 井） 78.5点

島田　　敦（本 学） 617.2点
小林　由斉（本 学） 612.8点
小林　瞭太（本 学） 612.3点
井黒　友斗（本 学） 607.6点
磯田　和貴（本 学） 607.2点
和田　和也（本 学） 605.3点
中村　優汰（本 学） 604.7点
秀平　拓海（本 学） 604.6点
早野　恵太（本 学） 603.7点
野口　優太（本 学） 599.7点
齋藤　慶太（本 学） 597.6点
別府　一樹（本 学） 596.9点

10ｍS40W
第１位 一ノ渡　桜（法 政） 203.4点
第２位 前田　留那（埼 玉） 202.4点
第３位 古野本真希（日 立 情 報） 181.8点
第４位 砥石　真衣（長 野） 159.5点
第５位 松本　靖世（宮 崎） 139.4点
第６位 清水　春香（中 央） 119.5点
第７位 鈴木　みお（本 学） 98.9点
第８位 綾戸　真美（國 友） 77.5点

里川日向子（本 学） 408.1点
中村　彩乃（本 学） 405.5点
小林　眞子（本 学） 402.9点
西山　綾乃（本 学） 399.3点
淵田　　衣（本 学） 393.4点

10ｍAP60M
第１位 槙山　博登（静 岡） 194.0点
第２位 野中　靖浩（大 阪） 193.2点
第３位 岡部　旭良（徳 島） 171.2点
第４位 堀水宏次郎（香 川） 153.4点
第５位 松田　知幸（神 奈 川） 134.6点
第６位 石井　　翔（新 潟） 111.4点
第７位 園田　吉伸（自 衛 隊） 91.2点
第８位 浜　　　良（石 川） 72.5点

徳永　大輔（本 学） 544点
國分　翔麻（本 学） 534点

10ｍAP40W
第１位 中山　亜矢（千 葉） 199.4点
第２位 小西ゆかり（飛 鳥 交 通） 197.9点
第３位 佐々木千鶴（岩 手） 173.3点
第４位 財津　美加（大 分） 153.9点

第５位 山田　聡子（自 衛 隊） 133.2点
第６位 北嶋那実子（東 京） 112.7点
第７位 吉澤　壽代（自 衛 隊） 91.0点
第８位 佐藤　櫻子（北 海 道） 73.9点

佐成優偉麗（本 学） 359点

－292－




