
平成20年度春季関東学生ライフル射撃選手権大会
　５月29日～６月１日　於埼玉県朝霞ライフル射撃場
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）
　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）

男子総合結果
　　第１位　本　　　学　　　5�165�点
　　第２位　明 治 大 学　　　5�128点
　　第３位　中 央 大 学　　　5�103点

女子総合結果
　　第１位　明 治 大 学　　　2828点
　　第２位　本　　　学　　　2822点
　　第３位　中 央 大 学　　　2821点

各種目別団体結果
　50ｍ３×20Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1691点
　　第２位　明 治 大 学　　　1682点
　　第３位　中 央 大 学　　　1667点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1683点
　　第２位　本　　　学　　　1672点
　　第３位　中 央 大 学　　　165�6点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1745�点
　　第２位　明 治 大 学　　　1738点
　　第３位　中 央 大 学　　　1714点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1729点
　　第２位　中 央 大 学　　　1722点
　　第３位　法 政 大 学　　　1709点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　中 央 大 学　　　1165�点
　　第２位　本　　　学　　　115�0点
　　第３位　明 治 大 学　　　1145�点

試合結果
　50ｍ３×20Ｍ
　　第１位　平岡　雄太（本　　　学）　　　　5�73点
　　第２位　持永　洋壮（明　治　大）　　　　5�66点
　※第３位　三瓶　一喜（中　央　大）　　　　5�65�点
　※第４位　三條　弘樹（法　政　大）　　　　5�65�点
　　第５位　賀川　素貴（明　治　大）　　　　5�63点
　※第６位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　　5�60点
　※第７位　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�60点
　　第８位　浦上　恭介（本　　　学）　　　　5�5�9点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　　5�5�8点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　　5�5�5�点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　5�5�0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　　5�38点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　5�33点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　5�14点
　※尚、３位と４位・６位と７位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　　5�77点
　※第２位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　5�65�点
　※第３位　木村　如志（明　治　大）　　　　5�65�点
　　第４位　清水つぶら（明　治　大）　　　　5�63点
　　第５位　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�62点
　　第６位　加藤　瑞樹（東　洋　大）　　　　5�60点
　　第７位　小森　友香（明　治　大）　　　　5�5�8点
　　第８位　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�5�6点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　5�5�4点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　5�47点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　5�47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。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　平岡　雄太（本　　　学）　　　　5�91点
　　第２位　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�82点
　※第３位　木村　圭太（明　治　大）　　　　5�81点
　※第４位　三瓶　一喜（中　央　大）　　　　5�81点
　※第５位　竹本　匡志（本　　　学）　　　　5�81点
　　第６位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　　5�80点
　　第７位　持永　洋壮（明　治　大）　　　　5�79点
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　　第８位　賀川　素貴（明　治　大）　　　　5�78点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　5�73点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　　5�72点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　　5�72点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　　5�69点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　　5�66点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　5�5�4点
　※尚、３位と４位と５位は最終シリーズにより決定
　　いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　　5�92点
　　第２位　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�89点
　※第３位　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　5�83点
　※第４位　加藤　瑞樹（東　洋　大）　　　　5�83点
　　第５位　清水つぶら（明　治　大）　　　　5�82点
　　第６位　小森　友香（明　治　大）　　　　5�81点
　※第７位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　5�76点
　※第８位　小塚　由佳（明　治　大）　　　　5�76点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�75�点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　5�63点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　5�63点
　※尚、３位と４位・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　白石　裕紀（足 利 工 大）　　　　5�83点
　※第２位　中尾　圭吾（明　治　大）　　　　5�81点
　※第３位　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�81点
　※第４位　高中　宏晃（慶　應　大）　　　　5�80点
　※第５位　舟木　　涼（本　　　学）　　　　5�80点
　　第６位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　　5�79点
　※第７位　澁井　拓也（本　　　学）　　　　5�78点
　※第８位　小林　　亮（法　政　大）　　　　5�78点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　5�74点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　　5�72点
　　　　　　平岡　雄太（本　　　学）　　　　5�70点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　　5�67点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　　5�65�点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　5�60点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　5�5�8点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　5�5�2点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　5�47点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　　5�36点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　5�33点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　　5�14点
　※尚、２位と３位・４位と５位・７位と８位は最終
　　シリーズにより決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　伴　　朋美（中　央　大）　　　　390点
　※第２位　中村　結花（中　央　大）　　　　389点
　※第３位　清水つぶら（明　治　大）　　　　389点
　※第４位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　388点
　※第５位　星野　有紀（本　　　学）　　　　388点
　※第６位　松﨑せろな（本　　　学）　　　　387点
　※第７位　力丸　理恵（東　洋　大）　　　　387点
　　第８位　正林奈津実（中　央　大）　　　　386点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　386点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　　384点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　　380点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　380点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　380点
　※尚、２位と３位・４位と５位・６位と７位は最終
　　シリーズにより決定いたしました。

平成20年度第38回西日本ライフル射撃選手権大会
　６月14日～６月15日　於福岡県立総合射撃場
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）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　牧　　征樹（岡　　　山）　　　115�1点
　　第２位　磯部　直樹（大　　　分）　　　1136点
　※第３位　平澤　卓也（長　　　崎）　　　1125�点
　※第４位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　1125�点
　※第５位　篠原　章宏（徳　　　島）　　　1125�点
　　第６位　荒本　俊明（大　　　阪）　　　1123点
　　第７位　岩埼　　俊（岡　　　山）　　　1121点
　　第８位　浦上　恭介（本　　　学）　　　1117点
　※尚、３位と４位と５位は最終シリーズにより決定
　　いたしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　 5�67点
　※第２位　加藤　瑞樹（香　　　川）　　　 5�65�点
　※第３位　塚田　恵子（熊　　　本）　　　 5�65�点
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　　第４位　菊池　麻未（徳　　　島）　　　 5�64点
　　第５位　末富　詩織（福　　　岡）　　　 5�5�9点
　※第６位　篠原　麻里（学　　　連）　　　 5�5�4点
　※第７位　中原　麻衣（福　　　岡）　　　 5�5�4点
　※第８位　春成　聡美（本　　　学）　　　 5�5�4点
　※尚、２位と３位・６位と７位と８位は最終シリー
　　ズにより決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｍ
　※第１位　牧　　征樹（岡　　　山）　　　　5�83点
　※第２位　木ノ内誠二郎（徳　　　島）　　　　5�83点
　※第３位　池田　善信（宮　　　崎）　　　　5�81点
　※第４位　四方田国男（熊　　　本）　　　　5�81点
　※第５位　荒本　俊明（大　　　阪）　　　　5�79点
　※第６位　有働　昌生（熊　　　本）　　　　5�79点
　※第７位　松田　　健（山　　　口）　　　　5�78点
　※第８位　町田　宗介（福　　　岡）　　　　5�78点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　　5�68点
　※尚、１位と２位・３位と４位・５位と６位・７位
　　と８位は最終シリーズにより決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　　5�82点
　　第２位　宮田　智美（長　　　崎）　　　　5�77点
　　第３位　末富　詩織（福　　　岡）　　　　5�75�点
　　第４位　加藤　瑞樹（香　　　川）　　　　5�74点
　　第５位　春成　聡美（本　　　学）　　　　5�72点
　　第６位　小森　友香（長　　　崎）　　　　5�71点
　　第７位　木内　敦子（徳　　　島）　　　　5�70点
　　第８位　塚田　恵子（熊　　　本）　　　　5�68点

　10ＭＳ60M
　　第１位　篠原　章宏（徳　　　島）　　　　5�92点
　※第２位　牧　　征樹（岡　　　山）　　　　5�90点
　※第３位　持永　洋壮（佐　　　賀）　　　　5�90点
　　第４位　吉見　俊司（徳　　　島）　　　　5�88点
　　第５位　子林　貴司（長　　　崎）　　　　5�87点
　　第６位　磯部　直樹（大　　　分）　　　　5�86点
　　第７位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　　5�85�点
　　第８位　川崎　清次（宮　　　崎）　　　　5�83点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　5�82点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　　5�65�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。

　10ｍＳ40Ｗ
　※第１位　金嶋みのり（岡　　　山）　　　　392点
　※第２位　中原　麻衣（福　　　岡）　　　　392点
　　第３位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　　391点
　　第４位　石川　令奈（兵　　　庫）　　　　390点

　※第５位　河野　花梨（高　　　知）　　　　388点
　※第６位　小森　友香（長　　　崎）　　　　388点
　※第７位　渡邉　奈奈（熊　　　本）　　　　388点
　※第８位　溝口佳奈子（佐　　　賀）　　　　388点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　378点
　※尚、１位と２位・５位と６位と７位と８位は最終
　　シリーズにより決定いたしました。

平成20年度第38回東日本ライフル射撃選手権大会
　６月28日～６月29日　於茨城県営ライフル射撃場
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）
　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）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　山下　敏和（埼　　　玉）　　　1169点
　　第２位　谷島　　緑（埼　　　玉）　　　115�0点
　※第３位　小笠　太志（埼　　　玉）　　　1146点
　※第４位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　1146点
　　第５位　高中　宏晃（茨　　　城）　　　1138点
　※第６位　阿久津昌弘（栃　　　木）　　　1137点
　※第７位　平岡　雄太（本　　　学）　　　1137点
　　第８位　三瓶　一喜（千　　　葉）　　　1136点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　1095�点
　※尚、３位と４位・６位と７位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　　5�74点
　　第２位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　　5�72点
　　第３位　松島　　愛（東　　　京）　　　　5�68点
　※第４位　加藤由紀子（千　　　葉）　　　　5�66点
　※第５位　三﨑　宏美（福　　　井）　　　　5�66点
　※第６位　古野本真希（埼　　　玉）　　　　5�66点
　　第７位　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　5�65�点
　　第８位　大関美沙子（茨　　　城）　　　　5�64点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�64点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�5�8点
　※尚、４位と５位と６位は最終シリーズにより決定
　　いたしました。
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　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　　5�89点
　　第２位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　　5�86点
　　第３位　世古真知子（石　　　川）　　　　5�81点
　※第４位　古野本真希（埼　　　玉）　　　　5�78点
　※第５位　長谷川由佳（神　奈　川）　　　　5�78点
　※第６位　三﨑　宏美（福　　　井）　　　　5�76点
　※第７位　松島　　愛（東　　　京）　　　　5�76点
　　第８位　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�74点
　※尚、４位と５位・６位と７位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　澁井　拓也（本　　　学）　　　　5�92点
　　第２位　山下　敏和（埼　　　玉）　　　　5�91点
　　第３位　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�86点
　　第４位　三瓶　一喜（千　　　葉）　　　　5�84点
　※第５位　平岡　雄太（本　　　学）　　　　5�83点
　※第６位　城　　拓実（埼　　　玉）　　　　5�83点
　※第７位　齋藤　哲史（神　奈　川）　　　　5�83点
　　第８位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　　5�82点
　　　　　　舟木　　涼（本　　　学）　　　　5�71点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　5�68点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　5�68点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　　5�49点
　※尚、５位と６位と７位は最終シリーズにより決定
　　いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　古野本真希（埼　　　玉）　　　　398点
　　第２位　前田　絵美（千　　　葉）　　　　395�点
　　第３位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　　394点
　※第４位　木村　如志（埼　　　玉）　　　　393点
　※第５位　川井ひと美（神　奈　川）　　　　393点
　※第６位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　　393点
　※第７位　加藤由紀子（千　　　葉）　　　　393点
　　第８位　大和田典子（千　　　葉）　　　　392点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　389点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　　385�点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　379点
　※尚、４位と５位と６位と７位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

平成20年度第４回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会
　７月５日～７月６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発男女競技）
　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）

男子総合結果
　　第１位　本　　　学　　　6920点
　　第２位　関 西 大 学　　　6816点
　　第３位　明 治 大 学　　　6811点

女子総合結果
　　第１位　中 央 大 学　　　285�0点
　　第２位　本　　　学　　　2839点
　　第３位　明 治 大 学　　　2820点

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　3406点
　※第２位　関 西 大 学　　　3347点
　※第３位　明 治 大 学　　　3347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。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中 央 大 学　　　1684点
　　第２位　東 洋 大 学　　　1675�点
　　第３位　本　　　学　　　1671点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　175�8点
　　第２位　関 西 大 学　　　1749点
　　第３位　明 治 大 学　　　1741点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　175�6点
　　第２位　法 政 大 学　　　1743点
　　第３位　明 治 大 学　　　1738点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　本　　　学　　　1168点
　※第２位　中 央 大 学　　　1166点
　※第３位　関 西 大 学　　　1166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。

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　平岡　雄太（本　　　学）　　1242. 9点
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　　第２位　笠井　善仁（関　西　大）　　1225�. 3点
　　第３位　木下　泰治（立 命 館 大）　　1224. 9点
　　第４位　山下　理貴（中　央　大）　　1221. 9点
　　第５位　石川　雅輝（本　　　学）　　1220. 9点
　　第６位　澁井　拓也（本　　　学）　　1218. 0点
　　第７位　三瓶　一喜（中　央　大）　　1212. 6点
　　第８位　浦上　恭介（本　　　学）　　1200. 2点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　1102. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　665�. 6点
　　第２位　松﨑せろな（本　　　学）　　　663. 0点
　　第３位　菊池　麻未（同 志 社 大）　　　661. 0点
　　第４位　新宮　由貴（中　央　大）　　　660. 1点
　　第５位　清水つぶら（明　治　大）　　　65�7. 7点
　　第６位　遠藤　友里（本　　　学）　　　65�5�. 8点
　　第７位　宮本　早織（東　洋　大）　　　65�3. 9点
　　第８位　菅原　有美（東　洋　大）　　　65�0. 4点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　5�5�3. 0点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　5�43. 0点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　平岡　雄太（本　　　学）　　　696. 7点
　　第２位　笠井　善仁（関　西　大）　　　696. 3点
　　第３位　三條　弘樹（法　政　大）　　　690. 4点
　　第４位　澁井　拓也（本　　　学）　　　688. 2点
　　第５位　西村　直也（関　西　大）　　　686. 1点
　　第６位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　685�. 9点
　　第７位　山下　理貴（中　央　大）　　　682. 1点
　　第８位　木下　泰治（立 命 館 大）　　　679. 3点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　5�76. 0点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　澁井　拓也（本　　　学）　　　690. 1点
　　第２位　中野　翔太（関　西　大）　　　689. 8点
　　第３位　石川　雅輝（本　　　学）　　　689. 0点
　　第４位　木下　泰治（立 命 館 大）　　　683. 2点
　　第５位　山下　理貴（中　央　大）　　　681. 8点
　　第６位　舟木　　涼（本　　　学）　　　680. 3点
　　第７位　持永　洋壮（明　治　大）　　　677. 9点
　　第８位　吉澤　成高（法　政　大）　　　676. 9点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　5�67. 0点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　495�. 1点
　　第２位　貝塚有里子（本　　　学）　　　494. 0点
　　第３位　川端さなえ（立 命 館 大）　　　493. 5�点
　　第４位　星野　有紀（本　　　学）　　　493. 3点
　　第５位　伴　　朋美（中　央　大）　　　491. 9点
　　第６位　安斎　美帆（京 都 産 大）　　　491. 4点

　　第７位　濱中　知里（関　西　大）　　　490. 9点
　　第８位　新谷ひかる（関　西　大）　　　488. 2点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　385�. 0点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　383. 0点

平成20年度第24回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会
　７月19日～７月21日　於静岡県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）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　三島　裕介（FANTASY）　　　115�3点
　　第２位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　1144点
　　第３位　目良　明裕（オール日大）　　　1136点
　※第４位　三瓶　一喜（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　1135�点
　※第５位　持永　洋壮（お ぉ 明 治）　　　1135�点
　　第６位　都田　真二（ＥＸクラブ）　　　1134点
　※第７位　阿久津昌弘（か め む し）　　　1133点
　※第８位　荒本　俊明（ＥＸクラブ）　　　1133点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　1111点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　1104点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　1102点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　1090点
　※尚、４位と５位・７位と８位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　源　　洋子（オール日大）　　　　5�79点
　　第２位　古野本真希（オール日大）　　　　5�74点
　　第３位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　5�73点
　　第４位　中村　結花（サ ム ラ イ）　　　　5�70点
　※第５位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　5�69点
　※第６位　三﨑　宏美（オール日大）　　　　5�69点
　　第７位　清水つぶら（流　　　星）　　　　5�68点
　　第８位　柳　真理絵（お ぉ 明 治）　　　　5�66点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　5�65�点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�5�8点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　　5�5�5�点
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　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�5�1点
　※尚、５位と６位は最終シリーズにより決定いたし
　　ました。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　吉田　　亨（神奈川ＳＣ）　　　　5�93点
　　第２位　今仲　　章（Back Fire）　　　　5�92点
　※第３位　福村　善夫（グルズリーＳＣ）　　5�90点
　※第４位　中村　智彦（神奈川ＳＣ）　　　　5�90点
　※第５位　林　　　巧（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　5�90点
　※第６位　平澤　卓也（Ａ　Ａ　Ａ）　　　　5�89点
　※第７位　金坂　広幸（Ａ　Ａ　Ａ）　　　　5�89点
　　第８位　笠井　善仁（ＥＸクラブ）　　　　5�88点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　5�84点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　　5�73点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　5�5�6点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　　5�5�4点
　※尚、３位から５位・６位と７位は最終シリーズに
　　より決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　5�93点
　※第２位　源　　洋子（オール日大）　　　　5�88点
　※第３位　松島　　愛（フ ロ ッ グ）　　　　5�88点
　　第４位　加藤　瑞樹（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　5�86点
　※第５位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　5�85�点
　※第６位　古野本真希（オール日大）　　　　5�85�点
　　第７位　小島　則子（ブルズアイ）　　　　5�84点
　　第８位　三﨑　宏美（オール日大）　　　　5�83点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　　5�81点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　5�35�点
　※尚、２位と３位・５位と６位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　※第１位　三島　裕介（FANTASY）　　　　5�95�点
　　第２位　吉田　　亨（神奈川ＳＣ）　　　　5�92点
　※第３位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　　5�88点
　※第４位　今井　太陽（フ ロ ッ グ）　　　　5�88点
　※第５位　木下　泰治（サ ム ラ イ）　　　　5�86点
　※第６位　澁井　拓也（本　　　学）　　　　5�86点
　※第７位　宮　　智明（本　　　学）　　　　5�84点
　※第８位　佐藤　優樹（栄北三銃士）　　　　5�84点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�83点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　5�73点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　　5�68点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　5�64点
　※尚、１位の三島裕介の記録は大会新記録です。
　　また、３位と４位・５位と６位・７位と８位は最
　　終シリーズにより決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　※第１位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　396点
　※第２位　中村　結花（サ ム ラ イ）　　　　396点
　※第３位　川井ひと美（流　　　星）　　　　396点
　　第４位　古野本真希（オール日大）　　　　395�点
　※第５位　今井　尚子（お ぉ 明 治）　　　　394点
　※第６位　大和田典子（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　　394点
　※第７位　清水つぶら（流　　　星）　　　　392点
　※第８位　加藤由紀子（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　　392点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�5�8点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　　388点
　※尚、１位から３位・５位と６位・７位と８位は最
　　終シリーズにより決定いたしました。

平成20年度秋季関東学生ライフル射撃選手権大会
　９月４日～９月７日　於埼玉県長瀞総合射撃場
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）

男子総合結果
　　第１位　本　　　学　　　6862点
　　第２位　中 央 大 学　　　6842点
　　第３位　明 治 大 学　　　6813点

女子総合結果
　　第１位　明 治 大 学　　　285�3点
　　第２位　本　　　学　　　2847点
　　第３位　中 央 大 学　　　2845�点

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　3375�点
　　第２位　明 治 大 学　　　335�5�点
　　第３位　中 央 大 学　　　3345�点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1692点
　　第２位　中 央 大 学　　　1690点
　　第３位　東 洋 大 学　　　1676点
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　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　中 央 大 学　　　175�5�点
　　第２位　本　　　学　　　1742点
　　第３位　明 治 大 学　　　1737点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1745�点
　　第２位　中 央 大 学　　　1742点
　　第３位　法 政 大 学　　　1725�点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　本　　　学　　　1174点
　　第２位　明 治 大 学　　　1161点
　　第３位　中 央 大 学　　　115�5�点

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　三瓶　一喜（中　央　大）　　1238. 5�点
　　第２位　平岡　雄太（本　　　学）　　1232. 1点
　　第３位　三條　弘樹（法　政　大）　　1223. 8点
　　第４位　山下　理貴（中　央　大）　　1221. 0点
　　第５位　浦上　恭介（本　　　学）　　1218. 7点
　　第６位　石川　雅輝（本　　　学）　　1218. 1点
　　第７位　賀川　素貴（明　治　大）　　1217. 6点
　　第８位　松永　祐弥（明　治　大）　　1216. 0点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　1111. 0点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　1110. 0点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　1106. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　1078. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　1070. 0点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　1036. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　1006. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　674. 7点
　　第２位　清水つぶら（明　治　大）　　　672. 9点
　　第３位　貝塚有里子（本　　　学）　　　668. 1点
　　第４位　遠藤　友里（本　　　学）　　　662. 9点
　　第５位　宮本　早織（東　洋　大）　　　662. 0点
　　第６位　村岡　理沙（明　治　大）　　　65�4. 9点
　　第７位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　65�1. 3点
　　第８位　小塚　由佳（明　治　大）　　　648. 2点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　5�5�3. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　5�47. 0点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　5�47. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　5�43. 0点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　山下　理貴（中　央　大）　　　695�. 3点
　　第２位　三條　弘樹（法　政　大）　　　692. 0点

　　第３位　平岡　雄太（本　　　学）　　　691. 1点
　　第４位　梶山　雄司（慶　應　大）　　　686. 6点
　　第５位　賀川　泰貴（明　治　大）　　　685�. 4点
　　第６位　松永　祐弥（明　治　大）　　　683. 7点
　　第７位　齋藤　哲史（早 稲 田 大）　　　683. 1点
　　第８位　石川　雅輝（本　　　学）　　　682. 1点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　5�81. 0点
　　　　　　延　祐一郎（本　　　学）　　　5�79. 0点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　5�73. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　5�69. 0点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　5�68. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　5�66. 0点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　5�5�6. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　5�47. 0点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　692. 5�点
　　第２位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　690. 3点
　　第３位　加藤　瑞樹（東　洋　大）　　　687. 1点
　　第４位　松﨑せろな（本　　　学）　　　684. 4点
　　第５位　伴　　朋美（中　央　大）　　　681. 0点
　　第６位　村岡　理沙（明　治　大）　　　680. 9点
　※第７位　大城　弥生（明　治　大）　　　679. 5�点
　※第８位　貝塚有里子（本　　　学）　　　679. 5�点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　5�76. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　5�71. 0点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　5�68. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　5�5�6. 0点
　※尚、７位と８位は競射により決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　三瓶　一喜（中　央　大）　　　683. 8点
　　第２位　澁井　拓也（本　　　学）　　　682. 2点
　　第３位　石川　雅輝（本　　　学）　　　682. 0点
　　第４位　平岡　雄太（本　　　学）　　　681. 3点
　　第５位　浜中　紀考（中　央　大）　　　681. 1点
　　第６位　中尾　圭吾（明　治　大）　　　680. 0点
　　第７位　高島　裕路（明　治　大）　　　678. 8点
　　第８位　山下　理貴（中　央　大）　　　677. 5�点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　5�79. 0点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　5�71. 0点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　5�69. 0点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　5�69. 0点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　5�68. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　5�67. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　5�66. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　5�65�. 0点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　5�62. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　5�5�7. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　5�5�4. 0点
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　　　　　　舟木　　涼（本　　　学）　　　　棄権

　10ｍＳ40Ｍ
　　第１位　遠藤　友里（本　　　学）　　　493. 2点
　　第２位　貝塚有里子（本　　　学）　　　493. 0点
　　第３位　中村　結花（中　央　大）　　　491. 9点
　　第４位　宮本　早織（東　洋　大）　　　491. 0点
　　第５位　木村　如志（明　治　大）　　　489. 9点
　　第６位　松﨑せろな（本　　　学）　　　489. 8点
　　第７位　清水つぶら（明　治　大）　　　487. 5�点
　　第８位　大城　弥生（明　治　大）　　　480. 6点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　384. 0点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　378. 0点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　377. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　374. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　371. 0点

平成20年度JOCジュニアオリンピックカップ兼
　第19回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会
　９月６日～９月７日　於埼玉県国際学院高等学校射撃場
種目
　10ｍＳ60Ｍ
　（10メートル立射60発男子競技）
　10ｍＳ40Ｍ
　（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　今井　太陽（千　　　葉）　　　692. 6点
　　第２位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　687. 5�点
　　第３位　岩崎　貴文（滋　　　賀）　　　682. 1点
　　第４位　阿部　　洋（明　　　治）　　　679. 8点
　　第５位　須貝　大樹（山　　　形）　　　679. 7点
　　第６位　林　　真彦（千　　　葉）　　　679. 6点
　　第７位　若谷　和樹（埼　　　玉）　　　679. 0点
　　第８位　佐藤　優樹（埼　　　玉）　　　678. 9点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　5�73. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　5�67. 0点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　市川　早紀（神　奈　川）　　　492. 0点
　　第２位　光畑　綾香（岡　　　山）　　　490. 9点
　　第３位　渡邉　奈奈（熊　　　本）　　　488. 5�点
　　第４位　力丸　理恵（東　　　洋）　　　487. 1点
　　第５位　高橋由希絵（明　　　治）　　　483. 3点
　　第６位　生駒　早織（東　　　京）　　　482. 3点
　　第７位　松本　靖世（熊　　　本）　　　478. 5�点
　　第８位　町田　　楓（岐　　　阜）　　　476. 9点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　384. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　383. 0点

　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　381. 0点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　380. 0点

第63回国民体育大会ライフル射撃競技会
　10月３日～10月６日　於大分県立庄内屋内射撃場
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）
　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）
　10ｍＳ40Ｗ
　（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
　50ｍ３×20Ｗ
　※第１位　古野本真希（埼　　　玉）　　　681. 7点
　※第２位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　677. 7点
　　第３位　加藤由紀子（千　　　葉）　　　670. 9点
　　第４位　中村　結花（滋　　　賀）　　　670. 2点
　　第５位　末富　詩織（福　　　岡）　　　668. 3点
　　第６位　藤田　佳苗（兵　　　庫）　　　667. 2点
　　第７位　三﨑　宏美（福　　　井）　　　663. 1点
　　第８位　宮田　智美（長　　　崎）　　　662. 6点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　5�62. 0点
　※尚、１位の古野本真希の記録は日本新記録です。
　　また、１位と２位は大会新記録です。

　50ｍＰ60Ｗ
　※第１位　古野本真希（埼　　　玉）　　　　5�93点
　※第２位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　　5�92点
　　第３位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　　5�89点
　　第４位　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�88点
　　第５位　大城　弥生（沖　　　縄）　　　　5�87点
　※第６位　坪田　夏世（石　　　川）　　　　5�86点
　※第７位　中村　結花（滋　　　賀）　　　　5�86点
　　第８位　三﨑　宏美（福　　　井）　　　　5�84点
　※尚、１位の古野本真希の記録は大会新記録、２位
　　の岩田聖子の記録は大会タイ記録です。また、６
　　位と７位は最終シリーズにより決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　693. 9点
　　第２位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　683. 9点
　　第３位　吉見　俊司（徳　　　島）　　　683. 3点
　　第４位　三瓶　一喜（千　　　葉）　　　682. 8点
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　　第５位　松村　久基（滋　　　賀）　　　681. 4点
　　第６位　山下　理貴（石　　　川）　　　681. 1点
　　第７位　齋藤　哲史（神　奈　川）　　　679. 9点
　　第８位　山本　将之（奈　　　良）　　　677. 9点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　5�77. 0点

　10ｍＰ60Ｍ
　※第１位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　　600点
　　第２位　崎本　健士（兵　　　庫）　　　　5�99点
　※第３位　今岡　敬浩（香　　　川）　　　　5�98点
　※第４位　吉見　俊司（徳　　　島）　　　　5�98点
　※第５位　川崎　清次（宮　　　崎）　　　　5�98点
　※第６位　浜田　博行（福　　　井）　　　　5�98点
　※第７位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　　5�98点
　　第８位　三瓶　一喜（千　　　葉）　　　　5�97点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�93点
　※尚、１位の冨本佳照の記録は日本タイ記録・大会
　　タイ記録です。また、３位から７位は最終シリー
　　ズにより決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　大和田典子（千　　　葉）　　　498. 0点
　　第２位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　497. 9点
　　第３位　田邊美奈子（茨　　　城）　　　495�. 4点
　　第４位　石川　令奈（兵　　　庫）　　　494. 5�点
　　第５位　溝口佳奈子（佐　　　賀）　　　492. 9点
　　第６位　宇都宮奈見（奈　　　良）　　　491. 7点
　　第７位　黒木　美穂（岐　　　阜）　　　491. 3点
　　第８位　宮本　早織（石　　　川）　　　490. 7点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　383. 0点

第２回世界学生射撃選手権大会
　10月９日～10月11日　於中国北京射撃館
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）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　Cao Yifei（CHN）　　　　　　1274. 3点

　　第２位　Milenko Sebic（SRB）　　　　1267. 6点
　　第３位　Yuriy Yurkov（KAZ）　　　　1264. 0点
　※第４位　Jeremy Monnier（FRA）　　　1263. 4点
　※第５位　Lars Faerber（SUI）　　　　 1263. 4点
　　第６位　Liu Tianyou（CHN）　　　　 1262. 2点
　　第７位　Niccolo Campriani（ITA）　　1260. 9点
　　第８位　Damian Komolka（POL）　　 125�3. 6点
　　　　　　平岡　雄太（本　学）　　　　1129. 0点
　　　　　　澁井　拓也（本　学）　　　　1097. 0点
　※尚、４位と５位は競射により決定いたしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　Wang Qinqin（CHN）　　　　 679. 2点
　　第２位　Adela Sykorova（CZE）　　　 677. 5�点
　　第３位　Alyona Nizkosha（RUS）　　　676. 6点
　※第４位　Manuela Felix（GER）　　　　675�. 3点
　※第５位　Alexandra Malinovsk（KAZ）　675�. 3点
　　第６位　Lucie Valova（CZE）　　　　　674. 7点
　　第７位　Marica Masina（ITA）　　　　672. 6点
　　第８位　Sandra Vites（CRO）　　　　　665�. 6点
　　　　　　松﨑せろな（本　学）　　　　　5�5�7. 0点
　※尚、４位と５位は競射により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　Jean Claude（SUI）　　　　　 696. 7点
　　第２位　Jeremy Monnier（FRA）　　　694. 4点
　　第３位　笠井　善仁（JPN）　　　　　　694. 2点
　　第４位　Martin Sooky（SVK）　　　　 693. 6点
　　第５位　Ondrej Rozsypal（CZE）　　　693. 1点
　※第６位　Henri Junghanel（GER）　　　692. 9点
　※第７位　Stanislav Kuznetsov（RUS）　 692. 9点
　　第８位　Cao Yifei（CHN）　　　　　　 692. 3点
　　　　　　平岡　雄太（本　学）　　　　　5�85�. 0点
　※尚、６位と７位は競射により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　Wang Qinqin（CHN）　　　　　 5�94点
　※第２位　Alexandra Malinovsk（KAZ）　　5�93点
　※第３位　Adela Sykorova（CZE）　　　　 5�93点
　※第４位　Onon Otgnenger（MGL）　　　　5�93点
　※第５位　Sandy Morin（FRA）　　　　　　5�93点
　※第６位　Manuela Felix（GER）　　　　　5�92点
　※第７位　Lucie Valova（CZE）　　　　　　5�92点
　　第８位　Marica Masina（ITA）　　　　　5�90点
　　　　　　松﨑せろな（本　学）　　　　　　5�74点
　※尚、２位から５位・６位と７位は最終シリーズ
　　により決定いたしました。
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　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　Niccolo Campriani（ITA）　　 698. 1点
　　第２位　Nazer Luginets（RUS）　　　　697. 9点
　　第３位　Jeremy Monnier（FRA）　　　697. 8点
　　第４位　Yu Jaechul（KOR）　　　　　 697. 5�点
　※第５位　Cao Yifei（CHN）　　　　　　 696. 6点
　※第６位　Patrik Sarts（SWE）　　　　　696. 6点
　　第７位　Luo Yulin（CHN）　　　　　　695�. 2点
　　第８位　Tino Mohaupt（GER）　　　　694. 9点
　　　　　　澁井　拓也（本　学）　　　　　5�80. 0点
　※尚、５位と６位は競射により決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　Zhao Yinghui（CHN）　　　　 5�02. 1点
　　第２位　Alexandra Malinovsk（KAZ）　5�00. 9点
　　第３位　Wang Qinqin（CHN）　　　　 5�00. 2点
　　第４位　Rendia Gebaurova（CZE）　　 497. 6点
　　第５位　Danieia Peskova（SVK）　　　497. 4点
　　第６位　Emilie Evesque（FRA）　　　 497. 3点
　　第７位　Irene Helmerson（SWE）　　　496. 4点
　　第８位　Aurore Verdon（SUI）　　　　494. 6点
　　　　　　松﨑せろな（本　学）　　　　　385�. 0点

平成20年度第55回全日本学生ライフル射撃選手権大会
　10月31日～11月３日　於埼玉県長瀞総合射撃場
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）

男子団体結果
　　第１位　本　　　学　　　6884点
　　第２位　中 央 大 学　　　6866点
　　第３位　立命館大学　　　685�7点

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　3395�点
　　第２位　中 央 大 学　　　3384点
　　第３位　立命館大学　　　3378点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1689点
　　第２位　本　　　学　　　1688点
　　第３位　中 央 大 学　　　1667点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　立命館大学　　　1765�点
　　第２位　明 治 大 学　　　175�6点
　　第３位　本　　　学　　　175�4点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　関 西 大 学　　　175�2点
　　第２位　中 央 大 学　　　175�1点
　　第３位　明 治 大 学　　　1741点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　中 央 大 学　　　1174点
　※第２位　本　　　学　　　1163点
　※第３位　明 治 大 学　　　1163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。

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　三瓶　一喜（中　央　大）　　1242. 4点
　　第２位　平岡　雄太（本　　　学）　　1240. 5�点
　　第３位　鈴田　　潤（明　治　大）　　1228. 6点
　　第４位　大貝　　司（立 命 館 大）　　1225�. 0点
　　第５位　齋藤　伸吾（立 命 館 大）　　1222. 9点
　　第６位　賀川　素貴（明　治　大）　　1222. 2点
　　第７位　笠井　善仁（関　西　大）　　1222. 0点
　　第８位　木下　泰冶（立 命 館 大）　　1221. 1点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　1125�. 0点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　1123. 0点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　1117. 0点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　1113. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　1105�. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　1085�. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　673. 3点
　　第２位　秋葉　美樹（本　　　学）　　　666. 6点
　　第３位　貝塚有里子（本　　　学）　　　663. 1点
　　第４位　清水つぶら（明　治　大）　　　661. 5�点
　※第５位　菊池　麻未（同 志 社 大）　　　65�8. 4点
　※第６位　大城　弥生（明　治　大）　　　65�8. 4点
　　第７位　篠原　麻里（立 命 館 大）　　　65�7. 4点
　　第８位　湯谷ありす（法　政　大）　　　65�3. 6点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　5�5�9. 0点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　5�5�4. 0点
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　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　5�5�3. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　5�46. 0点
　※尚、５位と６位は競射により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　平岡　雄太（本　　　学）　　　694. 5�点
　　第２位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　694. 0点
　　第３位　木下　泰治（立 命 館 大）　　　692. 8点
　　第４位　浦上　恭介（本　　　学）　　　691. 3点
　　第５位　大貝　　司（立 命 館 大）　　　690. 2点
　　第６位　笠井　善仁（関　西　大）　　　690. 0点
　　第７位　西村　直也（関　西　大）　　　689. 1点
　　第８位　持永　洋壮（明　治　大）　　　688. 8点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　5�87. 0点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　5�85�. 0点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　5�77. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　5�67. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　5�65�. 0点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　　5�91点
　　第２位　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�88点
　　第３位　菊池　麻未（同 志 社 大）　　　　5�87点
　　第４位　大城　弥生（明　治　大）　　　　5�86点
　　第５位　濱中　知里（関　西　大）　　　　5�85�点
　　第６位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　5�84点
　※第７位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　5�83点
　※第８位　村岡　理沙（明　治　大）　　　　5�83点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�82点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　5�80点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　5�75�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　三瓶　一喜（中　央　大）　　　691. 3点
　　第２位　中野　翔太（関　西　大）　　　690. 9点
　　第３位　澁井　拓也（本　　　学）　　　687. 5�点
　　第４位　宮　　智明（本　　　学）　　　687. 1点
　　第５位　大窄　健太（明　治　大）　　　682. 6点
　※第６位　木下　泰治（立 命 館 大）　　　681. 9点
　※第７位　川口　尚文（長　崎　大）　　　681. 9点
　　第８位　藤田　貴大（関　西　大）　　　680. 9点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　5�83. 0点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　5�82. 0点
　　　　　　平岡　雄太（本　　　学）　　　5�75�. 0点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　5�75�. 0点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　5�71. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　5�70. 0点
　　　　　　渡邊　一樹（本　　　学）　　　5�66. 0点

　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　5�64. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　5�61. 0点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　5�5�6. 0点
　※尚、６位と７位は競射により決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　497. 3点
　　第２位　宮本　早織（東　洋　大）　　　495�. 9点
　　第３位　秋葉　美樹（本　　　学）　　　493. 2点
　　第４位　小塚　由佳（明　治　大）　　　493. 1点
　　第５位　溝口佳奈子（福　岡　大）　　　492. 1点
　　第６位　丸中　朝子（関　西　大）　　　491. 8点
　　第７位　石川　令奈（関　西　大）　　　490. 3点
　　第８位　森　　裕美（東　洋　大）　　　487. 8点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　391. 0点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　389. 0点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　389. 0点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　383. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　382. 0点
　　　　　　星野　有希（本　　　学）　　　381. 0点

平成20年度第21回全日本女子学生ライフル射撃
選手権大会
　10月31日～11月３日　於埼玉県長瀞総合射撃場
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）

総合団体結果
　　第１位　明 治 大 学　　　285�2点
　　第２位　本　　　学　　　285�1点
　　第３位　中 央 大 学　　　2841点

各種目別団体結果
　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1689点
　　第２位　本　　　学　　　1688点
　　第３位　中 央 大 学　　　1667点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　中 央 大 学　　　1174点
　※第２位　本　　　学　　　1163点
　※第３位　明 治 大 学　　　1163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。
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試合結果
　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　673. 3点
　　第２位　秋葉　美樹（本　　　学）　　　666. 6点
　　第３位　貝塚有里子（本　　　学）　　　663. 1点
　　第４位　清水つぶら（明　治　大）　　　661. 5�点
　※第５位　菊池　麻未（同 志 社 大）　　　65�8. 4点
　※第６位　大城　弥生（明　治　大）　　　65�8. 4点
　　第７位　篠原　麻里（立 命 館 大）　　　65�7. 4点
　　第８位　湯谷ありす（法　政　大）　　　65�3. 6点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　5�5�9. 0点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　5�5�4. 0点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　5�5�3. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　5�46. 0点
　※尚、５位と６位は競射により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　　5�91点
　　第２位　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�88点
　　第３位　菊池　麻未（同 志 社 大）　　　　5�87点
　　第４位　大城　弥生（明　治　大）　　　　5�86点
　　第５位　濱中　知里（関　西　大）　　　　5�85�点
　　第６位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　5�84点
　※第７位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　5�83点
　※第８位　村岡　理沙（明　治　大）　　　　5�83点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�82点
　　　　　　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　5�80点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　5�75�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。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　497. 3点
　　第２位　宮本　早織（東　洋　大）　　　495�. 9点
　　第３位　秋葉　美樹（本　　　学）　　　493. 2点
　　第４位　小塚　由佳（明　治　大）　　　493. 1点
　　第５位　溝口佳奈子（福　岡　大）　　　492. 1点
　　第６位　丸中　朝子（関　西　大）　　　491. 8点
　　第７位　石川　令奈（関　西　大）　　　490. 3点
　　第８位　森　　裕美（東　洋　大）　　　487. 8点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　391. 0点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　389. 0点
　　　　　　貝塚有里子（本　　　学）　　　389. 0点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　383. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　382. 0点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　381. 0点

平成20年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
（50ｍライフル種目）兼全日本選抜ライフル射撃競
技大会（10ｍエア・ライフル種目）
　11月７日～11月９日

　於大阪府能勢町ライフル射撃場
種目
　50ｍ３×20Ｗ
　（50メートル３姿勢20発女子競技）
　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）

試合結果
　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　貝塚有里子（本　　　学）　　　672. 0点
　　第２位　中村　結花（滋　　　賀）　　　668. 7点
　　第３位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　668. 4点
　　第４位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　667. 6点
　　第５位　末富　詩織（福　　　岡）　　　666. 7点
　　第６位　菊池　麻未（徳　　　島）　　　663. 9点
　　第７位　中村　庸子（愛　　　知）　　　663. 2点
　　第８位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　662. 2点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　5�64. 0点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　谷島　　緑（自 体 校）　　　696. 0点
　　第２位　牧　　征樹（岡　　　山）　　　695�. 0点
　　第３位　金坂　広幸（千　　　葉）　　　694. 7点
　　第４位　岩崎　　俊（長　　　崎）　　　692. 2点
　　第５位　富澤　攻嗣（自 体 校）　　　692. 0点
　　第６位　笠井　善仁（大　　　阪）　　　691. 9点
　　第７位　有働　昌生（東　　　京）　　　690. 5�点
　　第８位　山崎　英男（東　　　京）　　　688. 9点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　5�76. 0点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　5�61. 0点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　5�96点
　※第２位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　5�92点
　※第３位　古野本真希（埼　　　玉）　　　5�92点
　※第４位　三﨑　宏美（福　　　井）　　　5�91点
　※第５位　中村　結花（滋　　　賀）　　　5�91点
　　第６位　末富　詩織（福　　　岡）　　　5�89点
　　第７位　松﨑せろな（本　　　学）　　　5�82点
　　第８位　松島　　愛（東　　　京）　　　5�81点
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　※尚、２位と３位・４位と５位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　※第１位　山下　敏和（埼　　　玉）　　　699. 2点
　　第２位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　693. 5�点
　　第３位　持永　洋壮（佐　　　賀）　　　691. 8点
　　第４位　牧　　征樹（岡　　　山）　　　690. 2点
　　第５位　磯部　直樹（大　　　分）　　　690. 1点
　　第６位　澁井　拓也（本　　　学）　　　689. 0点
　　第７位　篠原　章宏（徳　　　島）　　　688. 0点
　　第８位　松井　啓博（高　　　知）　　　687. 9点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　5�84. 0点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　5�80. 0点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　5�79. 0点
　※尚、１位の山下敏和の記録は日本新記録です。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　497. 4点
　　第２位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　496. 0点
　※第３位　田邊美奈子（茨　　　城）　　　495�. 1点
　※第４位　中原　麻衣（福　　　岡）　　　495�. 1点
　　第５位　古野本真希（埼　　　玉）　　　494. 9点
　　第６位　中村　結花（滋　　　賀）　　　494. 3点
　※第７位　大和田典子（千　　　葉）　　　494. 0点
　※第８位　小林　美峰（滋　　　賀）　　　494. 0点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　390. 0点
　※尚、３位と４位・７位と８位は競射により決定い
　　たしました。

平成20年ナショナルチーム選手選考会
　11月10日～11月11日

　於大阪府能勢町ライフル射撃場
種目
　50ｍ３×20Ｗ
　（50メートル３姿勢20発女子競技）
　10ｍＳ60Ｍ
　（10メートル立射60発男子競技）

試合結果
　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　岩田　聖子（日 立 情 報）　　　1736点
　　第２位　中村　結花（中　央　大）　　　1726点
　　第３位　佐々木亜子（日立ハイテク）　　1723点
　※第４位　古野本真希（日 立 情 報）　　　1712点
　※第５位　貝塚有里子（本　　　学）　　　1712点
　　第６位　末富　詩織（福　　　岡）　　　1706点
　　第７位　源　　洋子（日 立 情 報）　　　1705�点
　　第８位　三﨑　宏美（日 立 情 報）　　　1702点
　※尚、４位と５位は最終シリーズにより決定いたし

　　ました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　山下　敏和（自 体 校）　　　1783点
　　第２位　松本　崇志（自 体 校）　　　1772点
　　第３位　篠原　章宏（徳　　　島）　　　1765�点
　　第４位　礒部　直樹（大　　　分）　　　1760点
　　第５位　牧　　征樹（岡　　　山）　　　175�9点
　　第６位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　175�8点
　　第７位　今井　太陽（千　　　葉）　　　175�6点
　　第８位　谷島　　緑（自 体 校）　　　175�5�点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　175�4点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　1742点

平成20年度関東学生ライフル射撃新人大会
　11月21日～11月24日　於朝霞射撃場
種目
　10ｍＳ40ＭＷ
　（10メートル立射40発男子女子競技）

団体結果
　　第１位　法 政 大 学　　　1146点
　　第２位　中 央 大 学　　　1143点
　　第３位　本　　　学　　　1139点

試合結果
　　第１位　城　　拓実（法　政　大）　　　　389点
　※第２位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　385�点
　※第３位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　　385�点
　※第４位　内田　岳志（立　教　大）　　　　385�点
　※第５位　田代　綾美（法　政　大）　　　　384点
　※第６位　松本　健次（本　　　学）　　　　384点
　　第７位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　382点
　　第８位　阿部　　洋（明　治　大）　　　　381点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　　370点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　369点
　※尚、２位と３位と４位・５位と６位は最終シリー
　　ズにより決定いたしました。

平成20年度関東学生ＡＲ・ＳＢＲ大会
　11月21日～11月24日　於朝霞射撃場
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）
　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）
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　10ｍＳ60Ｍ
　（10メートル立射60発男子競技）

試合結果
　50ｍ３×20Ｍ
　　第１位　礒部　恭輔（明　治　大）　　　　5�73点
　　第２位　宮崎　知樹（早 稲 田 大）　　　　5�72点
　※第３位　木村　圭太（明　治　大）　　　　5�63点
　※第４位　勝岡　弘幸（明　治　大）　　　　5�63点
　　第５位　梶山　雄司（慶　應　大）　　　　5�5�8点
　※第６位　三條　弘樹（法　政　大）　　　　5�5�6点
　※第７位　前田　裕太（中　央　大）　　　　5�5�6点
　　第８位　齋藤　哲史（早 稲 田 大）　　　　5�5�5�点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　5�45�点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　5�27点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　5�21点
　※尚、３位と４位・６位と７位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　　5�81点
　　第２位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　5�5�9点
　　第３位　伴　　朋美（中　央　大）　　　　5�5�8点
　※第４位　大學　優子（法　政　大）　　　　5�5�4点
　※第５位　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�5�4点
　　第６位　井坂　千晴（学 習 院 大）　　　　5�5�1点
　　第７位　菅原　有美（東　洋　大）　　　　5�47点
　　第８位　小武内優里（立　教　大）　　　　5�39点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　5�38点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　5�23点
　※尚、４位と５位は最終シリーズにより決定いたし
　　ました。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　梶山　雄司（慶　應　大）　　　　5�91点
　　第２位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　　5�89点
　　第３位　田邉　　剛（防　衛　大）　　　　5�84点
　※第４位　藤岡俊太郎（早 稲 田 大）　　　　5�82点
　※第５位　木村　圭太（明　治　大）　　　　5�82点
　　第６位　小船　清孝（東　北　大）　　　　5�78点
　　第７位　礒部　恭輔（明　治　大）　　　　5�77点
　　第８位　宮崎　智樹（早 稲 田 大）　　　　5�76点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　　5�73点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　5�71点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　5�65�点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　5�64点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　5�61点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　5�24点
　※尚、４位と５位は最終シリーズにより決定いたし
　　ました。

　50ｍＰ60Ｗ
　※第１位　中村　結花（中　央　大）　　　　5�87点
　※第２位　大城　弥生（明　治　大）　　　　5�87点
　　第３位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　5�84点
　※第４位　春成　聡美（本　　　学）　　　　5�77点
　※第５位　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�77点
　　第６位　國分　春佳（本　　　学）　　　　5�70点
　　第７位　伴　　朋美（中　央　大）　　　　5�68点
　　第８位　石川真理絵（法　政　大）　　　　5�61点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　　5�5�8点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　5�16点
　※尚、１位と２位・４位と５位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　早川　豊弘（立　教　大）　　　　5�80点
　　第２位　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�79点
　　第３位　山下　　翼（明　治　大）　　　　5�77点
　※第４位　山下　理貴（中　央　大）　　　　5�76点
　※第５位　田中　貴久（慶　應　大）　　　　5�76点
　※第６位　前田　裕太（中　央　大）　　　　5�76点
　　第７位　中島翔太郎（東　洋　大）　　　　5�75�点
　　第８位　高橋　明宏（明　治　大）　　　　5�74点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　5�5�0点
　※尚、４位と５位と６位は最終シリーズにより決定
　　いたしました。

第27回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会
　11月22日～11月24日

於静岡県藤枝市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）
　10ｍＳ60Ｍ
　（10メートル立射60発男子競技）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　1148点
　　第２位　篠原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　1147点
　　第３位　目良　明裕（オール日大）　　　1146点
　　第４位　猪坂　朋彦（京都ポイント）　　1145�点
　　第５位　木下　泰冶（サ ム ラ イ）　　　1143点
　　第６位　山中　正樹（岐阜ＲＡＣ）　　　1137点
　　第７位　長田　好生（流　　　星）　　　1136点
　　第８位　阿久津昌弘（か め む し）　　　1134点
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　　　　　　平岡　雄太（本　　　学）　　　1118点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　1106点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　古野本真希（オール日大）　　　　5�81点
　　第２位　源　　洋子（オール日大）　　　　5�75�点
　　第３位　松島　　愛（フ ロ ッ グ）　　　　5�74点
　※第４位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　5�73点
　※第５位　秋葉　美樹（本　　　学）　　　　5�73点
　　第６位　貝塚有里子（本　　　学）　　　　5�69点
　※第７位　三﨑　宏美（オール日大）　　　　5�68点
　※第８位　清水つぶら（流　　　星）　　　　5�68点
　　　　　　松﨑せろな（本　　　学）　　　　5�5�1点
　※尚、４位と５位・７位と８位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｍ
　※第１位　山中　正樹（岐阜ＲＡＣ）　　　　5�94点
　※第２位　矢橋　　晃（ジェネシスＲＣ）　　5�94点
　※第３位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　　5�93点
　※第４位　金坂　広幸（Ａ　Ａ　Ａ）　　　　5�93点
　　第５位　岩崎　　俊（オール日大）　　　　5�92点
　※第６位　笠井　善仁（ＥＸクラブ）　　　　5�91点
　※第７位　有働　昌生（オール日大）　　　　5�91点
　※第８位　岡　　篤彦（サ ム ラ イ）　　　　5�91点
　　　　　　竹本　匡志（本　　　学）　　　　5�69点
　※尚、１位と２位・３位と４位・６位と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　河野　　仁（神奈川ＳＣ）　　　　5�90点
　　第２位　篠原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　　5�89点
　※第３位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　　5�88点
　※第４位　勝岡　弘幸（次　郎　長）　　　　5�88点
　　第５位　木下　泰治（サ ム ラ イ）　　　　5�87点
　※第６位　長田　好生（流　　　星）　　　　5�85�点
　※第７位　斎藤　伸吾（りつどうミックス）　5�85�点
　　第８位　片山　敏郎（京都ポイント）　　　5�82点
　　　　　　石川　雅輝（本　　　学）　　　　5�79点
　　　　　　浦上　恭介（本　　　学）　　　　5�78点
　※尚、３位と４位・６位と７位は最終シリーズによ
　　り決定いたしました。

－293－




