
平成20年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
　３月７日～３月８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　松本　崇志（自 衛 隊）　　　694. 4点
　　第２位　山下　敏和（自 衛 隊）　　　692. 5点
　　第３位　篠原　章宏（徳 島）　　　689. 2点
　　第４位　渡邉　一樹（本 学）　　　689. 0点
　　第５位　長田　好生（山 梨）　　　687. 2点
　　第６位　冨本　佳照（大 阪）　　　686. 6点
　　第７位　牧　　征樹（岡 山）　　　686. 0点
　　第８位　薮原　　誠（立 命 館 大）　　　685. 9点
　　　　　　澁井　拓也（本 学）　　　582. 0点
　　　　　　松本　健次（本 学）　　　581. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本 学）　　　580. 0点
　　　　　　苅部　祐太（本 学）　　　577. 0点
　　　　　　宮　　智明（本 学）　　　576. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本 学）　　　573. 0点
　　　　　　山脇　成章（本 学）　　　556. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本 学）　　　533. 0点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　古野本真希（日 立 情 報）　　　499. 1点
　　第２位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　495. 6点
　　第３位　川井ひと美（神　奈　川）　　　494. 1点
　　第４位　加藤由紀子（千　　　葉）　　　493. 3点
　　第５位　岩田　聖子（日 立 情 報）　　　493. 1点
　　第６位　前田　絵美（千　　　葉）　　　492. 4点
　　第７位　中村由美子（岩　　　手）　　　492. 2点
　　第８位　鈴木侑香里（関　　　西）　　　491. 8点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　389. 0点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　386. 0点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　386. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　382. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　380. 0点

ズールジュニア国際射撃大会
　４月27日～５月２日　於ドイツ・ズール射撃場
種目
　10ｍＳ40ＪＷ
　（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
　10ｍＳ40ＪＷ
　　第１位　Abdul　Halim（ＭＡＳ）　　　500. 2点
　　第２位　Paul　Ayonika（ＩＮＤ）　　　497. 8点
　　第３位　星野　有紀（ＪＰＮ・本学）　　497. 4点
　　第４位　Dvorsak　Ziva」（ＳＬＯ）　　497. 0点
　　第５位　Obacz　Magdalena（ＰＯＬ）　496. 6点
　　第６位　Tan Jing　Lin Jodie（ＳＩＮ）　496. 2点
　　第７位　Hofmann　Olivia（ＡＵＴ） 　　496. 0点
　　第８位　Brabcova　Aneta（ＣＺＥ）　　495. 8点

平成21年度全日本選抜ライフル射撃競技大会
　（50ｍライフル）

　５月２日～５月４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）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　山下　敏和（自　衛　隊）　　2525. 1点
　　第２位　谷島　　緑（自　衛　隊）　　2495. 7点
　　第３位　岩崎　　俊（長　　　崎）　　2487. 1点
　　第４位　小笠　太志（自　衛　隊）　　2483. 3点
　　第５位　渡邉　一樹（本　　　学）　　2480. 8点
　　第６位　柴山　　誠（自　衛　隊）　　2384. 1点
　　第７位　松本　崇志（自　衛　隊）　　2380. 0点
　　第８位　牧　　征樹（國友銃砲火薬店）　　2379. 7点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　2375. 4点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　2221. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　2206. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　2193. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（滋　　　賀）　　1353. 7点
　　第２位　古野本真希（日 立 情 報）　　1348. 5点
　　第３位　岩田　聖子（日 立 情 報）　　1342. 0点
　　第４位　源　　洋子（日 立 情 報）　　1334. 8点
　　第５位　末冨　誌織（福　　　岡）　　1332. 0点
　　第６位　三﨑　宏美（日 立 情 報）　　1330. 8点
　　第７位　加藤由紀子（千　　　葉）　　1234. 5点
　　第８位　佐々木亜子（日立ハイテク）　　1227. 5点

成　績
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　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　1217. 8点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　1106. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　1087. 0点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　谷島　　緑（自　衛　隊）　　1400. 7点
　　第２位　山下　敏和（自　衛　隊）　　1398. 5点
　　第３位　岩崎　　俊（長　　　崎）　　1394. 6点
　　第４位　冨澤　功嗣（自　衛　隊）　　1391. 6点
　　第５位　藤平　　敏（千　　　葉）　　1386. 7点
　　第６位　柴山　　誠（自　衛　隊）　　1383. 1点
　　第７位　磯部　直樹（大　　　分）　　1283. 1点
　　第８位　金坂　広幸（千　　　葉）　　1281. 2点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　1163. 0点

平成21年度春季関東学生ライフル射撃選手権大会
　５月28日～５月31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）
　
総合結果
　　第１位　中 央 大 学　　　5159点
　　第２位　明 治 大 学　　　5135点
　　第３位　本　　　学　　　5132点

女子団体結果
　　第１位　本　　　学　　　2814点
　　第２位　明 治 大 学　　　2801点
　　第３位　中 央 大 学　　　2794点

各種目別団体結果
　50ｍ３×20Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1693点
　　第２位　中 央 大 学　　　1676点
　　第３位　明 治 大 学　　　1667点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1669点
　　第２位　本　　　学　　　1646点

　　第３位　立 教 大 学　　　1644点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　中 央 大 学　　　1742点
　　第２位　明 治 大 学　　　1740点
　　第３位　本　　　学　　　1737点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　中 央 大 学　　　1741点
　　第２位　明 治 大 学　　　1728点
　　第３位　立 教 大 学　　　1723点
　　第６位　本　　　学　　　1702点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　本　　　学　　　1168点
　　第２位　中 央 大 学　　　1161点
　　第３位　法 政 大 学　　　1160点

試合結果
　50ｍ３×20Ｍ
　　第１位　澁井　拓也（本　　　学）　　　　573点
　　第２位　山下　理貴（中　央　大）　　　　571点
　　第３位　東　　絢史（東　洋　大）　　　　570点
　　第４位　持永　洋壮（明　治　大）　　　　565点
　　第５位　延　佑一郎（本　　　学）　　　　564点
　　第６位　前田　裕太（中　央　大）　　　　559点
　※第７位　宮崎　知樹（早 稲 田 大）　　　　556点
　※第８位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　556点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　　553点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　549点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　　548点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　535点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　532点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　531点
　※尚、７位と８位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　568点
　　第２位　村岡　理沙（明　治　大）　　　　566点
　※第３位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　562点
　※第４位　伴　　朋美（中　央　大）　　　　562点
　　第５位　大學　優子（法　政　大）　　　　558点
　　第６位　大城　弥生（明　治　大）　　　　557点
　※第７位　根本ゆかり（立　教　大）　　　　556点
　※第８位　大庭　実季（明　治　大）　　　　556点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　542点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　541点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　537点
　※尚、３位と４位・７位と８位はセンター数により
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　　決定いたしました。
　
　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　持永　洋壮（明　治　大）　　　　588点
　※第２位　前田　裕太（中　央　大）　　　　585点
　※第３位　宮崎　知樹（早 稲 田 大）　　　　585点
　　第４位　細野　友健（中　央　大）　　　　584点
　　第５位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　　583点
　※第６位　大窄　健太（明　治　大）　　　　582点
　※第７位　東　　絢史（東　洋　大）　　　　582点
　　第８位　仙波　直樹（本　　　学）　　　　581点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　579点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　571点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　　568点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　566点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　554点
　※尚、２位と３位・６位と７位はセンター数により
　　決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　村岡　理沙（明　治　大）　　　　590点
　※第２位　大城　弥生（明　治　大）　　　　587点
　※第３位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　587点
　※第４位　小森　友香（明　治　大）　　　　586点
　※第５位　井坂　千晴（学 習 院 大）　　　　586点
　※第６位　春成　聡美（本　　　学）　　　　579点
　※第７位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　579点
　　第８位　國分　春佳（本　　　学）　　　　575点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　545点
　※尚、２位と３位・４位と５位・６位と７位はセン
　　ター数により決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　※第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　585点
　※第２位　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　585点
　※第３位　鶴巻　真成（慶應義塾大）　　　　583点
　※第４位　若谷　和樹（本　　　学）　　　　583点
　　第５位　山下　理貴（中　央　大）　　　　582点
　※第６位　延　佑一郎（本　　　学）　　　　580点
　※第７位　中尾　圭吾（明　治　大）　　　　580点
　※第８位　高島　裕路（明　治　大）　　　　580点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　575点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　572点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　571点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　567点

　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　563点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　562点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　　559点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　558点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　　556点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　536点
　※尚、１位と２位・３位と４位・６位と７位と８位
　　はセンター数により決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　清水　綾乃（中　央　大）　　　　392点
　※第２位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　391点
　※第３位　田代　綾美（法　政　大）　　　　391点
　※第４位　伴　　朋美（中　央　大）　　　　389点
　※第５位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　389点
　※第６位　星野　有紀（本　　　学）　　　　388点
　※第７位　松岡　沙穂（中　央　大）　　　　388点
　　第８位　大學　優子（法　政　大）　　　　386点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　386点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　383点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　381点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　379点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　355点
　※尚、２位と３位・４位と５位・６位と７位はセン
　　ター数により決定いたしました。

平成21年度第39回西日本ライフル射撃競技選手権大会
　６月27日～６月28日　於大阪府能勢町ライフル射撃場
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）
　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（滋　　　賀）　　　1148点
　　第２位　岩崎　　俊（長　　　崎）　　　1145点
　　第３位　篠原　章宏（徳　　　島）　　　1144点
　※第４位　磯部　直樹（大　　　分）　　　1132点
　※第５位　斎藤　伸吾（徳　　　島）　　　1132点
　※第６位　鈴田　　潤（長　　　崎）　　　1132点
　　第７位　山下　隆司（立 命 館 大）　　　1130点
　　第８位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　1129点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　1105点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　1075点
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　※尚、４位から６位はセンター数により決定いたし
　　ました。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　木内誠二郎（徳　　　島）　　　　593点
　※第２位　山下　隆司（立 命 館 大）　　　　592点
　※第３位　岩崎　　俊（長　　　崎）　　　　592点
　　第４位　鈴田　　潤（長　　　崎）　　　　591点
　　第５位　井上　雅史（大　　　阪）　　　　590点
　　第６位　向井田真行（広　　　島）　　　　588点
　※第７位　薮原　　誠（徳　　　島）　　　　586点
　※第８位　荒本　俊明（大　　　阪）　　　　586点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　　573点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　564点
　※尚、２位と３位・７位と８位はセンター数により
　　決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　牧　　征樹（滋　　　賀）　　　　589点
　※第２位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　　587点
　※第３位　篠原　章宏（徳　　　島）　　　　587点
　　第４位　吉見　俊司（徳　　　島）　　　　586点
　　第５位　岩崎　貴文（滋　　　賀）　　　　584点
　　第６位　田邉　伊織（関　西　大）　　　　582点
　※第７位　橋爪　一馬（滋　　　賀）　　　　581点
　※第８位　松井　啓博（高　　　知）　　　　581点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　579点
　※尚、２位と３位・７位と８位はセンター数により
　　決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　※第１位　光畑　綾香（関　西　大）　　　　395点
　※第２位　松本　知子（徳　　　島）　　　　395点
　※第３位　安齋　美帆（京　産　大）　　　　394点
　※第４位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　394点
　※第５位　井浦　美鈴（徳　　　島）　　　　392点
　※第６位　松岡江里奈（立 命 館 大）　　　　392点
　※第７位　中村　結花（滋　　　賀）　　　　391点
　※第８位　松本　靖世（関　西　大）　　　　391点
　※尚、１位と２位・３位と４位・５位と６位･７位
　　と８位はセンター数により決定いたしました。

平成21年度第39回東日本ライフル射撃競技選手権大会
　６月27日～６月28日　於新潟県胎内ライフル射撃場
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）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　山下　敏和（埼　　　玉）　　　1162点
　※第２位　谷島　　緑（埼　　　玉）　　　1153点
　※第３位　三島　裕介（東　　　京）　　　1153点
　　第４位　阿久津昌弘（栃　　　木）　　　1149点
　　第５位　田上　大介（埼　　　玉）　　　1147点
　※第６位　富澤　功嗣（埼　　　玉）　　　1146点
　※第７位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　1146点
　　第８位　酒井　聖治（埼　　　玉）　　　1137点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　1130点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　1125点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　1120点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　1082点
　※尚、２位と３位・６位と７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）　　　　578点
　　第２位　古野本真希（埼　　　玉）　　　　576点
　　第３位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　570点
　　第４位　加藤由紀子（千　　　葉）　　　　569点
　　第５位　清水つぶら（山　　　梨）　　　　568点
　　第６位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　　567点
　　第７位　三﨑　宏美（福　　　井）　　　　560点
　　第８位　中村由美子（岩　　　手）　　　　557点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　542点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　　521点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　507点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　谷島　　緑（埼　　　玉）　　　　595点
　　第２位　田中　克幸（北　海　道）　　　　591点
　※第３位　林　　　巧（長　　　野）　　　　590点
　※第４位　藤平　　敏（千　　　葉）　　　　590点
　※第５位　小笠　太志（埼　　　玉）　　　　589点
　※第６位　仙波　直樹（本　　　学）　　　　589点
　※第７位　長田　好生（山　　　梨）　　　　589点
　※第８位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　　589点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　584点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　　579点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　579点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　542点
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　※尚、３位と４位・５位から８位はセンター数と最
　　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）　　　　590点
　　第２位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　　589点
　　第３位　浜中　紀孝（千　　　葉）　　　　586点
　　第４位　三瓶　一喜（千　　　葉）　　　　585点
　　第５位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　584点
　※第６位　若谷　和樹（本　　　学）　　　　583点
　※第７位　小笠　太志（埼　　　玉）　　　　583点
　　第８位　高橋　　誠（本　　　学）　　　　582点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　　569点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　566点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　552点
　※尚、６位と７位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　田邊美奈子（茨　　　城）　　　　395点
　　第２位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　　394点
　※第３位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　　393点
　※第４位　古野本真希（埼　　　玉）　　　　393点
　※第５位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　390点
　※第６位　前田　絵美（千　　　葉）　　　　390点
　※第７位　中村由美子（岩　　　手）　　　　390点
　※第８位　川井ひと美（神　奈　川）　　　　390点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　　388点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　　385点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　382点
　※尚、３位と４位・５位から８位はセンター数によ
　　り決定いたしました。

平成21年度第５回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会
　７月４日～７月５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）
　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　　　6894点
　　第２位　立命館大学　　　6859点
　　第３位　中 央 大 学　　　6842点

女子団体結果
　※第１位　関 西 大 学　　　2834点
　※第２位　明 治 大 学　　　2834点
　　第３位　中 央 大 学　　　2828点
　　第４位　本　　　学　　　2826点
　※尚、１位と２位はセンター数により決定いたしま
　　した。

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　3396点
　　第２位　立命館大学　　　3392点
　　第３位　明 治 大 学　　　3357点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1686点
　　第２位　関 西 大 学　　　1678点
　　第３位　中 央 大 学　　　1671点
　　第４位　本　　　学　　　1664点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　明 治 大 学　　　1751点
　　第２位　本　　　学　　　1746点
　　第３位　関 西 大 学　　　1740点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　中 央 大 学　　　1757点
　　第２位　本　　　学　　　1752点
　　第３位　立命館大学　　　1737点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　立命館大学　　　1165点
　　第２位　本　　　学　　　1162点
　　第３位　中 央 大 学　　　1157点

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1239. 6点
　　第２位　齊藤　龍末（関　西　大）　　1231. 7点
　　第３位　斎藤　伸吾（立 命 館 大）　　1230. 9点
　　第４位　木村　圭太（明　治　大）　　1225. 4点
　　第５位　橋爪　一馬（同 志 社 大）　　1224. 5点
　　第６位　山下　理貴（中　央　大）　　1224. 4点
　　第７位　澁井　拓也（本　　　学）　　1223. 4点
　　第８位　仙波　直樹（本　　　学）　　1222. 7点
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　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　1121. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　1108. 0点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　1080. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　675. 1点
　　第２位　井坂　千晴（学 習 院 大）　　　661. 9点
　　第３位　遠藤　友里（本　　　学）　　　659. 6点
　　第４位　村岡　理沙（法　政　大）　　　657. 5点
　　第５位　井浦　美鈴（関　西　大）　　　656. 9点
　※第６位　向田　智恵（関　西　大）　　　656. 2点
　※第７位　大城　弥生（明　治　大）　　　656. 2点
　　第８位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　652. 1点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　554. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　543. 0点
　※尚、６位と７位は競射により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　691. 3点
　　第２位　斎藤　伸吾（立 命 館 大）　　　690. 2点
　　第３位　山下　隆司（立 命 館 大）　　　689. 8点
　　第４位　澁井　拓也（本　　　学）　　　686. 8点
　※第５位　斎藤　龍末（関　西　大）　　　686. 4点
　※第６位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　686. 4点
　　第７位　山下　理貴（中　央　大）　　　686. 0点
　　第８位　持永　洋壮（明　治　大）　　　679. 3点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　573. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　573. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　554. 0点
　※尚、５位と６位は競射により決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　今井　太陽（中　央　大）　　　691. 0点
　　第２位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　688. 3点
　　第３位　山下　理貴（中　央　大）　　　686. 2点
　　第４位　若谷　和樹（本　　　学）　　　686. 1点
　　第５位　城　　拓実（法　政　大）　　　685. 6点
　　第６位　薮原　　誠（立 命 館 大）　　　685. 5点
　　第７位　早川　貴弘（立　教　大）　　　681. 4点
　　第８位　澁井　拓也（本　　　学）　　　681. 3点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　580. 0点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　578. 0点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　清水　綾乃（中　央　大）　　　496. 8点
　　第２位　井浦　美鈴（京　産　大）　　　495. 9点
　　第３位　安斎　美帆（京　産　大）　　　495. 6点
　　第４位　大學　優子（法　政　大）　　　492. 2点
　　第５位　新谷ひかる（関　西　大）　　　491. 7点
　　第６位　小林　美峰（同 志 社 大）　　　491. 3点

　　第７位　堀抜くるみ（関　西　大）　　　491. 1点
　　第８位　松岡江里奈（立 命 館 大）　　　490. 0点
　　　　　　遠藤　友里（本　　　学）　　　390. 0点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　386. 0点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　386. 0点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　385. 0点

平成21年度第25回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会
　７月17日～７月20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）
　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　篠原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　1159点
　　第２位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　1147点
　　第３位　山下　理貴（ブルズアイ）　　　1145点
　　第４位　三瓶　一喜（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　1144点
　　第５位　岡　　篤彦（サ ム ラ イ）　　　1141点
　※第６位　片山　敏郎（京都ポイント）　　　1139点
　※第７位　阿久津昌弘（い い ち ご）　　　1139点
　　第８位　長田　好生（流　　　星）　　　1138点
　　　　　　澁井　拓也（栄北三銃士）　　　1132点
　　　　　　渡邉　一樹（流　　　星）　　　1121点
　　　　　　仙波　直樹（オール日大）　　　1101点
　　　　　　田島　茂樹（栄北三銃士）　　　1097点
　※尚、６位と７位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍ３×20Ｗ
　※第１位　古野本真希（オール日大）　　　　579点
　※第２位　中村　結花（サ ム ラ イ）　　　　579点
　　第３位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　576点
　　第４位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　575点
　　第５位　源　　洋子（オール日大）　　　　572点
　　第６位　遠藤　友里（栄北三銃士）　　　　570点
　　第７位　鶴岡麻美香（フ ロ ッ グ）　　　　567点
　　第８位　柳　真理絵（白門射友会）　　　　566点
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　　　　　　春成　聡美（オール日大）　　　　551点
　　　　　　菊地奈緒美（い い ち ご）　　　　544点
　　　　　　國分　春佳（栄北三銃士）　　　　541点
　※尚、１位と２位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　　595点
　※第２位　三島　裕介（お ぉ 明 治）　　　　594点
　※第３位　岡　　篤彦（サ ム ラ イ）　　　　594点
　　第４位　林　　　巧（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　591点
　※第５位　中村　智彦（お ぉ 明 治）　　　　590点
　※第６位　川原　智志（次　郎　長）　　　　590点
　※第７位　吉田　　亨（神奈川ＳＣ）　　　　590点
　※第８位　藤平　　敏（フ ロ ッ グ）　　　　590点
　　　　　　田島　茂樹（栄北三銃士）　　　　587点
　　　　　　澁井　拓也（栄北三銃士）　　　　586点
　　　　　　仙波　直樹（オール日大）　　　　584点
　　　　　　渡邉　一樹（流　　　星）　　　　581点
　　　　　　伊藤　智樹（サ ム ラ イ）　　　　572点
　※尚、２位と３位・５位から８位はセンター数によ
　　り決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　※第１位　中村　結花（サ ム ラ イ）　　　　596点
　※第２位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　596点
　　第３位　源　　洋子（オール日大）　　　　590点
　　第４位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　587点
　　第５位　宮田　智美（白門射友会）　　　　586点
　※第６位　後藤　　梢（流　　　星）　　　　585点
　※第７位　遠藤　友里（栄北三銃士）　　　　585点
　　第８位　中村　庸子（BackFire）　　　　584点
　　　　　　春成　聡美（オール日大）　　　　568点
　※尚、１位と２位は大会新記録、６位と７位はセン
　　ター数により決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　　595点
　　第２位　三瓶　一喜（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　　588点
　　第３位　冨本　佳照（ブルズアイ）　　　　587点
　※第４位　山下　　翼（お ぉ 明 治）　　　　586点
　※第５位　浜中　紀孝（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　　588点
　※第６位　渡邉　一樹（流　　　星）　　　　586点
　※第７位　今井　太陽（フ ロ ッ グ）　　　　586点
　※第８位　長田　好生（流　　　星）　　　　586点
　　　　　　高橋　　誠（フ ロ ッ グ）　　　　584点
　　　　　　若谷　和樹（オール日大）　　　　582点
　　　　　　佐藤　優樹（栄北三銃士）　　　　573点
　　　　　　苅部　祐太（い い ち ご）　　　　571点
　　　　　　塩野谷則哲（い い ち ご）　　　　571点

　　　　　　宮　　智明（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　　568点
　　　　　　伊藤　智樹（サ ム ラ イ）　　　　559点
　※尚、４位から８位はセンター数により決定いたし
　　ました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　今井　尚子（お ぉ 明 治）　　　　397点
　※第２位　古野本真希（オール日大）　　　　394点
　※第３位　加藤由紀子（Ｗ　Ｒ　Ｃ）　　　　394点
　※第４位　田邊美奈子（オール日大）　　　　393点
　※第５位　清水　綾乃（岐阜ＲＡＣ）　　　　393点
　※第６位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　392点
　※第７位　金嶋みのり（ブルズアイ）　　　　392点
　　第８位　光畑　綾香（ＥＸクラブ）　　　　391点
　　　　　　海蔵　昌子（フ ロ ッ グ）　　　　385点
　　　　　　星野　有紀（チームＳＯＳ）　　　　385点
　　　　　　渡邉　奈奈（オール日大）　　　　384点
　　　　　　遠藤　友里（栄北三銃士）　　　　383点
　　　　　　菊地奈緒美（い い ち ご）　　　　377点
　　　　　　國分　春佳（栄北三銃士）　　　　374点
　※尚、２位と３位・４位と５位・６位と７位はセン
　　ター数により決定いたしました。

平成21年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会
　９月10日～９月13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）

総合結果
　　第１位　本　　　学　　　6913点
　　第２位　明 治 大 学　　　6902点
　　第３位　中 央 大 学　　　6836点

女子団体結果
　　第１位　中 央 大 学　　　2845点
　　第２位　明 治 大 学　　　2833点
　　第３位　本　　　学　　　2826点
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各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　※第１位　本　　　学　　　3412点
　※第２位　明 治 大 学　　　3412点
　　第３位　中 央 大 学　　　3368点
　※尚、１位と２位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中 央 大 学　　　1680点
　　第２位　本　　　学　　　1667点
　　第３位　明 治 大 学　　　1662点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1756点
　　第２位　明 治 大 学　　　1749点
　　第３位　法 政 大 学　　　1731点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　中 央 大 学　　　1749点
　　第２位　本　　　学　　　1745点
　　第３位　明 治 大 学　　　1741点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1171点
　　第２位　中 央 大 学　　　1165点
　　第３位　本　　　学　　　1159点

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　大窄　健太（明　治　大）　　1246. 2点
　　第２位　澁井　拓也（本　　　学）　　1244. 2点
　　第３位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1240. 8点
　　第４位　持永　洋壮（明　治　大）　　1228. 4点
　　第５位　山下　理貴（中　央　大）　　1224. 6点
　　第６位　浜中　紀孝（中　央　大）　　1222. 9点
　　第７位　木村　圭太（明　治　大）　　1222. 1点
　　第８位　延　佑一郎（本　　　学）　　1216. 6点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　1120. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　1118. 0点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　1116. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　1107. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　1104. 0点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　1099. 0点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　1097. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　664. 8点
　　第２位　大學　優子（法　政　大）　　　659. 6点
　※第３位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　657. 6点

　※第４位　遠藤　友里（本　　　学）　　　657. 6点
　　第５位　高橋由希絵（明　治　大）　　　657. 3点
　　第６位　伴　　朋美（中　央　大）　　　654. 9点
　　第７位　村岡　理沙（明　治　大）　　　652. 2点
　　第８位　中村　結花（中　央　大）　　　575. 0点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　552. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　550. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　545. 0点
　※尚、３位と４位は競射により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　692. 0点
　　第２位　三條　弘樹（中　央　大）　　　689. 3点
　　第３位　延　佑一郎（本　　　学）　　　688. 7点
　　第４位　仙波　直樹（本　　　学）　　　686. 1点
　　第５位　宮　　智明（本　　　学）　　　685. 8点
　　第６位　澁井　拓也（本　　　学）　　　685. 3点
　　第７位　持永　洋壮（明　治　大）　　　685. 1点
　　第８位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　585. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　577. 0点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　569. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　565. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　559. 0点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　555. 0点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　小森　友香（明　治　大）　　　691. 3点
　　第２位　大城　弥生（明　治　大）　　　690. 6点
　　第３位　遠藤　友里（本　　　学）　　　688. 9点
　　第４位　伴　　朋美（中　央　大）　　　685. 5点
　　第５位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　683. 5点
　　第６位　村岡　理沙（明　治　大）　　　679. 0点
　　第７位　春成　聡美（本　　　学）　　　670. 6点
　　第８位　中村　結花（中　央　大）　　　594. 0点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　568. 0点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　568. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　559. 0点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　686. 2点
　　第２位　今井　太陽（中　央　大）　　　685. 8点
　　第３位　澁井　拓也（本　　　学）　　　685. 3点
　　第４位　中尾　圭吾（明　治　大）　　　680. 5点
　　第５位　山下　　翼（明　治　大）　　　680. 4点
　　第６位　阿部　　洋（明　治　大）　　　678. 5点
　　第７位　高橋　　誠（本　　　学）　　　588. 0点
　　第８位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　580. 0点
　　　　　　若谷　和樹（本　　　学）　　　577. 0点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　577. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　572. 0点
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　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　569. 0点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　568. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　568. 0点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　568. 0点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　563. 0点
　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　561. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　560. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　　555. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　546. 0点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　高橋由希絵（明　治　大）　　　493.3点
　　第２位　遠藤　友里（本　　　学）　　　490.9点
　　第３位　清水　綾乃（中　央　大）　　　489.3点
　　第４位　田代　綾美（法　政　大）　　　489.1点
　　第５位　市川　早紀（明　治　大）　　　488.2点
　　第６位　伴　　朋美（中　央　大）　　　487.3点
　　第７位　大學　優子（法　政　大）　　　485.7点
　　第８位　中村　結花（中　央　大）　　　388. 0点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　387. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　386. 0点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　383. 0点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　380. 0点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　378. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　373. 0点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　　棄権

平成21年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ兼
　第20回ＩＳＳＦジュニアライフル射撃競技選手権大会
　９月12日～９月13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）
　10ｍＳ40Ｗ
　（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　高橋　　誠（本　　　学）　　　689. 2点
　　第２位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　688. 3点
　　第３位　若谷　和樹（本　　　学）　　　687. 1点
　　第４位　小林　直史（長　　　崎）　　　683. 8点
　※第５位　津場　恭平（東　　　京）　　　683. 2点
　※第６位　中田有士郎（千　　　葉）　　　683. 2点
　　第７位　正満　孝太（山　　　梨）　　　681. 5点
　　第８位　船　　雅斗（石　　　川）　　　680. 4点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　579. 0点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　572. 0点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　570. 0点

　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　543. 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　松本　知子（立 命 館 大）　　　490. 7点
　　第２位　小泉　茉優（埼　　　玉）　　　489. 9点
　　第３位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　489. 7点
　　第４位　木原　綾香（神　奈　川）　　　489. 5点
　　第５位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　488. 6点
　　第６位　樋口　咲希（山　　　形）　　　488. 0点
　　第７位　富田　亜教（島　　　根）　　　486. 9点
　　第８位　山田　穂波（千　　　葉）　　　486. 1点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　380. 0点
　　　　　　星野　有紀（本　　　学）　　　　棄権

第64回国民体育大会ライフル射撃競技会
　9月26日～9月30日　於新潟県胎内ライフル射撃場
種目
　50ｍ３×40Ｍ
　（50メートル３姿勢40発男子競技）
　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
　50ｍ３×40Ｍ
　※第１位　山下　敏和（埼　　　玉）　　1263. 4点
　※第２位　阿久津昌弘（栃　　　木）　　1238. 8点
　※第３位　三瓶　一喜（千　　　葉）　　1238. 8点
　　第４位　篠原　章宏（徳　　　島）　　1232. 4点
　　第５位　木下　泰治（石　　　川）　　1231. 8点
　　第６位　三島　裕介（東　　　京）　　1231. 5点
　　第７位　猪坂　朋彦（福　　　井）　　1229. 7点
　　第８位　片山　敏郎（京　　　都）　　1215. 8点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　1104. 0点
　※尚、１位の山下敏和の記録は本射大会新記録です。
　　また、２位と３位は競射により決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　山下　理貴（石　　　川）　　　687. 8点
　　第２位　高橋　　誠（本　　　学）　　　685. 4点
　　第３位　阿部　　洋（山　　　形）　　　681. 9点
　　第４位　岩崎　貴文（滋　　　賀）　　　681. 7点
　　第５位　川原　智志（静　　　岡）　　　681. 3点
　　第６位　中村　公俊（宮　　　崎）　　　680. 8点
　　第７位　山本　将之（奈　　　良）　　　680. 0点
　　第８位　歳清　勝晴（東　　　京）　　　678. 6点
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　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　579. 0点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　579. 0点

　10ｍＰ60Ｍ
　※第１位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　633. 8点
　※第２位　坂本　直哉（兵　　　庫）　　　631. 0点
　※第３位　澁井　拓也（本　　　学）　　　629. 4点
　　第４位　川原　智志（静　　　岡）　　　627. 2点
　　第５位　吉見　俊司（徳　　　島）　　　626. 7点
　　第６位　大西　宣文（岩　　　手）　　　625. 8点
　　第７位　歳清　勝晴（東　　　京）　　　625. 5点
　　第８位　礒部　俊雄（福　　　岡）　　　625. 2点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　623. 5点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　623. 4点
　※尚、１位の冨本佳照、２位の坂本直哉、３位の澁
　　井拓也の記録は日本新記録です。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　古野本真希（埼　　　玉）　　　495. 5点
　　第２位　河本真莉奈（石　　　川）　　　494. 8点
　　第３位　前田　絵美（千　　　葉）　　　492. 8点
　　第４位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　491. 4点
　　第５位　山本真由香（大　　　阪）　　　490. 4点
　　第６位　安齋　美帆（京　　　都）　　　488. 8点
　　第７位　川井ひと美（神　奈　川）　　　487. 8点
　　第８位　浅野　美帆（香　　　川）　　　486. 6点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　387. 0点

平成21年度第56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　於大阪府能勢町ライフル射撃場
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）

総合結果
　　第１位　本 　 　 学　　　6900点
　　第２位　明 治 大 学　　　6896点
　　第３位　中 央 大 学　　　6854点

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本 　 　 学　　　3388点
　　第２位　明 治 大 学　　　3380点
　　第３位　中 央 大 学　　　3369点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　関 西 大 学　　　1696点
　　第２位　明 治 大 学　　　1685点
　　第３位　本 　 　 学　　　1677点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　明 治 大 学　　　1757点
　　第２位　本 　 　 学　　　1754点
　　第３位　法 政 大 学　　　1739点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　明 治 大 学　　　1759点
　　第２位　本 　 　 学　　　1758点
　　第３位　中 央 大 学　　　1749点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　本 　 　 学　　　1164点
　　第２位　法 政 大 学　　　1163点
　　第３位　関 西 大 学　　　1162点

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1243. 0点
　　第２位　山下　理貴（中　央　大）　　1223. 9点
　　第３位　大窄　健太（明　治　大）　　1223. 2点
　　第４位　澁井　拓也（本　　　学）　　1220. 4点
　　第５位　持永　洋壮（明　治　大）　　1217. 5点
　　第６位　宮崎　知樹（早 稲 田 大）　　1215. 1点
　　第７位　浜中　紀孝（中　央　大）　　1214. 6点
　　第８位　佐野　　光（法　政　大）　　1202. 2点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　1118. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　1116. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　1107. 0点
　　　　　　伊藤　智樹（本　　　学）　　1094. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　1091. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　1057. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　674. 4点
　　第２位　井浦　美鈴（関　西　大）　　　666. 6点
　　第３位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　663. 5点
　　第４位　大城　弥生（明　治　大）　　　663. 4点
　　第５位　遠藤　友里（本　　　学）　　　661. 6点
　　第６位　向田　智恵（関　西　大）　　　660. 9点
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　　第７位　小林　美峰（同 志 社 大）　　　660. 1点
　　第８位　石川　令奈（関　西　大）　　　659. 9点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　563. 0点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　552. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　545. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　541. 0点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　持永　洋壮（明　治　大）　　　689. 1点
　　第２位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　688. 9点
　　第３位　鈴田　　潤（明　治　大）　　　686. 7点
　　第４位　田中　智晴（法　政　大）　　　685. 1点
　　第５位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　683. 6点
　　第６位　宮崎　知樹（早 稲 田 大）　　　681. 5点
　　第７位　澁井　拓也（本　　　学）　　　681. 1点
　　第８位　山下　理貴（中　央　大）　　　680. 3点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　580. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　577. 0点
　　　　　　延　佑一郎（本　　　学）　　　572. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　571. 0点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　大城　弥生（明　治　大）　　　　589点
　※第２位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　588点
　※第３位　村岡　理沙（明　治　大）　　　　588点
　　第４位　石川　令奈（関　西　大）　　　　586点
　　第５位　春成　聡美（本　　　学）　　　　585点
　　第６位　中村　結花（中　央　大）　　　　584点
　　第７位　小森　友香（明　治　大）　　　　582点
　　第８位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　580点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　570点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　569点
　※尚、２位と３位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　高橋　　誠（本　　　学）　　　693. 6点
　　第２位　今井　太陽（中　央　大）　　　689. 2点
　　第３位　中尾　圭吾（明　治　大）　　　688. 3点
　　第４位　中野　翔太（関　西　大）　　　688. 1点
　　第５位　山下　　翼（明　治　大）　　　685. 9点
　　第６位　竹田　朋広（立 命 館 大）　　　685. 5点
　　第７位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　684. 6点
　　第８位　岩崎　貴文（同 志 社 大）　　　684. 5点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　586. 0点
　　　　　　澁井　拓也（本　　　学）　　　580. 0点
　　　　　　塩野谷哲則（本　　　学）　　　577. 0点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　577. 0点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　575. 0点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　574. 0点

　　　　　　苅部　祐太（本　　　学）　　　572. 0点
　　　　　　仙波　直樹（本　　　学）　　　572. 0点
　　　　　　宮　　智明（本　　　学）　　　568. 0点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　560. 0点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　557. 0点
　　　　　　若谷　和樹（本　　　学）　　　　棄権

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　大野きりこ（関西学院大）　　　495. 7点
　　第２位　遠藤　友里（本　　　学）　　　493. 5点
　　第３位　清水　綾乃（中　央　大）　　　493. 4点
　　第４位　堀抜くるみ（関　西　大）　　　491. 4点
　　第５位　小林　美峰（同 志 社 大）　　　491. 3点
　　第６位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　490. 9点
　　第７位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　490. 6点
　　第８位　竹内　仁美（明　治　大）　　　490. 1点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　388. 0点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　382. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　377. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　372. 0点

平成21年度第22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）
　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）

総合結果
　　第１位　関 西 大 学　　　2858点
　　第２位　明 治 大 学　　　2843点
　　第３位　本 　 　 学　　　2841点

各種目別団体結果
　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　関 西 大 学　　　1696点
　　第２位　明 治 大 学　　　1685点
　　第３位　本 　 　 学　　　1677点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　本 　 　 学　　　1164点
　　第２位　法 政 大 学　　　1163点
　　第３位　関 西 大 学　　　1162点
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試合結果
　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（中　央　大）　　　674. 4点
　　第２位　井浦　美鈴（関　西　大）　　　666. 6点
　　第３位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　663. 5点
　　第４位　大城　弥生（明　治　大）　　　663. 4点
　　第５位　遠藤　友里（本　　　学）　　　661. 6点
　　第６位　向田　智恵（関　西　大）　　　660. 9点
　　第７位　小林　美峰（同 志 社 大）　　　660. 1点
　　第８位　石川　令奈（関　西　大）　　　659. 9点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　563. 0点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　552. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　545. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　541. 0点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　大城　弥生（明　治　大）　　　　589点
　※第２位　鶴岡麻美香（東　洋　大）　　　　588点
　※第３位　村岡　理沙（明　治　大）　　　　588点
　　第４位　石川　令奈（関　西　大）　　　　586点
　　第５位　春成　聡美（本　　　学）　　　　585点
　　第６位　中村　結花（中　央　大）　　　　584点
　　第７位　小森　友香（明　治　大）　　　　582点
　　第８位　遠藤　友里（本　　　学）　　　　580点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　570点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　569点
　※尚、２位と３位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　大野きりこ（関西学院大）　　　495. 7点
　　第２位　遠藤　友里（本　　　学）　　　493. 5点
　　第３位　清水　綾乃（中　央　大）　　　493. 4点
　　第４位　堀抜くるみ（関　西　大）　　　491. 4点
　　第５位　小林　美峰（同 志 社 大）　　　491. 3点
　　第６位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　490. 9点
　　第７位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　490. 6点
　　第８位　竹内　仁美（明　治　大）　　　490. 1点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　388. 0点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　382. 0点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　377. 0点
　　　　　　春成　聡美（本　　　学）　　　372. 0点

平成21年度関東学生ＡＲ・ＳＢＲ大会
　11月12日～11月15日　於埼玉県朝霞射撃場
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）
　10ｍＳ60Ｍ
　（10メートル立射60発男子競技）

試合結果
　50ｍ３×20Ｍ
　　第１位　梶山　雄司（慶應義塾大）　　　　564点
　　第２位　前田　裕太（中　央　大）　　　　563点
　　第３位　宮崎　知樹（早 稲 田 大）　　　　559点
　　第４位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　　558点
　　第５位　田中　貴久（慶應義塾大）　　　　556点
　　第６位　伊藤　智樹（本　　　学）　　　　555点
　　第７位　延　佑一郎（本　　　学）　　　　549点
　　第８位　森田　浩明（慶應義塾大）　　　　548点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　548点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　541点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　伴　　朋美（中　央　大）　　　　566点
　　第２位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　562点
　　第３位　春成　聡美（本　　　学）　　　　559点
　　第４位　高橋由希絵（明　治　大）　　　　557点
　　第５位　井坂　千晴（学 習 院 大）　　　　556点
　　第６位　正林奈津実（中 央 大）　　　　549点
　　第７位　根本ゆかり（立　教　大）　　　　546点
　　第８位　越戸　絵梨（明　治　大）　　　　542点
　　　　　　國分　春佳（本　　　学）　　　　534点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　529点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　宮崎　知樹（早 稲 田 大）　　　　588点
　　第２位　梶山　雄司（慶應義塾大）　　　　585点
　　第３位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　582点
　　第４位　田中　知晴（法　政　大）　　　　581点
　※第５位　前田　裕太（中　央　大）　　　　576点
　※第６位　石井　貴之（立　教　大）　　　　576点
　　第７位　浅岡　祥平（中　央　大）　　　　575点
　　第８位　内藤　恵太（立　教　大）　　　　574点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　574点
　※尚、５位と６位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　春成　聡美（本　　　学）　　　　582点
　　第２位　國分　春佳（本　　　学）　　　　576点
　　第３位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　571点
　　第４位　井坂　千晴（学 習 院 大）　　　　570点
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　　第５位　根本ゆかり（立　教　大）　　　　569点
　　第６位　高田　麻衣（早 稲 田 大）　　　　566点
　　第７位　佐藤　　遥（早 稲 田 大）　　　　565点
　　第８位　正林奈津実（中　央　大）　　　　563点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　550点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　　581点
　　第２位　内田　岳志（立　教　大）　　　　575点
　※第３位　早川　豊弘（立　教　大）　　　　574点
　※第４位　中島翔太郎（東　洋　大）　　　　574点
　　第５位　城　　拓実（法　政　大）　　　　572点
　※第６位　梶山　雄司（慶應義塾大）　　　　571点
　※第７位　南雲　和貴（法　政　大）　　　　571点
　　第８位　鶴巻　真成（慶應義塾大）　　　　570点
　　　　　　田島　茂樹（本　　　学）　　　　545点
　※尚、３位と４位、６位と７位はセンター数により
　　決定いたしました。

平成21年度関東学生ライフル射撃新人大会
　11月12日～11月15日　於埼玉県朝霞射撃場
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　東 洋 大 学　　　1145点
　　第２位　明 治 大 学　　　1144点
　　第３位　本 　 　 学　　　1135点

試合結果
　　第１位　清水　綾乃（中　央　大）　　　　386点
　　第２位　生駒　早織（明　治　大）　　　　384点
　※第３位　舘　明日香（立　教　大）　　　　383点
　※第４位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　383点
　※第５位　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　383点
　※第６位　平野　　央（東　洋　大）　　　　383点
　※第７位　砥石　真衣（東　洋　大）　　　　383点
　※第８位　大和田賢斗（立　教　大）　　　　383点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　382点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　382点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　370点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　369点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　361点
　※尚、３位から８位はセンター数と最終シリーズに
　　より決定いたしました。

平成21年度第28回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会
　11月21日～11月23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）
　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　渡邉　一樹（流 星）　　　1156点
　　第２位　篠原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　1151点
　※第３位　阿久津昌弘（い い ち ご）　　　1149点
　※第４位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　1149点
　　第５位　三瓶　一喜（Ｗ Ｒ Ｃ）　　　1148点
　　第６位　西内　省次（Ａ Ａ Ａ）　　　1145点
　　第７位　木村　圭太（栄北三銃士）　　　1140点
　　第８位　三島　裕介（お ぉ 明 治）　　　1139点
　　　　　　佐藤　優樹（栄北三銃士）　　　1135点
　　　　　　松本　健次（オール日大）　　　1121点
　　　　　　仙波　直樹（オール日大）　　　1116点
　　　　　　澁井　拓也（栄北三銃士）　　　1109点
　　　　　　山脇　成章（オール日大）　　　1067点
　※尚、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　古野本真希（オール日大）　　　　581点
　　第２位　源　　洋子（オール日大）　　　　580点
　※第３位　塚田　恵子（白門射友会）　　　　577点
　※第４位　村岡　理沙（お ぉ 明 治）　　　　577点
　　第５位　大和田典子（Ｗ Ｒ Ｃ）　　　　575点
　　第６位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　574点
　　第７位　岩田　聖子（ＥＸクラブ）　　　　573点
　　第８位　三崎　宏美（オール日大）　　　　572点
　　　　　　遠藤　友里（栄北三銃士）　　　　566点
　　　　　　菊地奈緒美（い い ち ご）　　　　546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。
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　50ｍＰ60Ｍ
　※第１位　矢橋　　晃（ジェネシスＲＣ）　　　　591点
　※第２位　林　　　恵（Ｎ Ｒ Ｔ）　　　　591点
　※第３位　渡邉　一樹（流 星）　　　　590点
　※第４位　安達　智己（白門射友会）　　　　590点
　※第５位　鈴田　　潤（お ぉ 明 治）　　　　589点
　※第６位　賀川　素貴（お ぉ 明 治）　　　　589点
　※第７位　福村　善夫（グリズーズＲＣ）　　　　589点
　　第８位　西内　省次（Ａ Ａ Ａ）　　　　588点
　　　　　　佐藤　優樹（栄北三銃士）　　　　588点
　　　　　　仙波　直樹（オール日大）　　　　585点
　※尚、１位と２位・３位と４位・５位と６位と７位
　　はセンター数により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　大城　弥生（お ぉ 明 治）　　　　593点
　　第２位　源　　洋子（オール日大）　　　　591点
　※第３位　松島　　愛（フ ロ ッ グ）　　　　590点
　※第４位　大和田典子（Ｗ Ｒ Ｃ）　　　　590点
　※第５位　古野本真希（オール日大）　　　　588点
　※第６位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　588点
　※第７位　村岡　理沙（お ぉ 明 治）　　　　588点
　　第８位　小島　則子（ブルズアイ）　　　　587点
　　　　　　遠藤　友里（栄北三銃士）　　　　581点
　　　　　　菊地奈緒美（い い ち ご）　　　　570点
　※尚、３位と４位・５位と６位と７位はセンター数
　　により決定いたしました。

　10ｍＳ60Ｍ
　※第１位　藤原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　　593点
　※第２位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　　593点
　　第３位　長田　好生（流 星）　　　　587点
　　第４位　山崎　　純（い い ち ご）　　　　586点
　　第５位　石川　雅輝（い い ち ご）　　　　585点
　※第６位　阿部　　洋（お ぉ 明 治）　　　　584点
　※第７位　目良　明裕（オール日大）　　　　584点
　　第８位　浜中　紀孝（Ｗ Ｒ Ｃ）　　　　583点
　　　　　　渡邉　一樹（流 星）　　　　581点
　　　　　　松本　健次（オール日大）　　　　578点
　　　　　　塩野谷則哲（い い ち ご）　　　　573点
　　　　　　山脇　成章（オール日大）　　　　556点
　※尚、１位と２位・６位と７位はセンター数により
　　決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　前田　絵美（フ ロ ッ グ）　　　　395点
　　第２位　田邊美奈子（オール日大）　　　　394点
　※第３位　古野本真希（オール日大）　　　　392点
　※第４位　今井　尚子（お ぉ 明 治）　　　　392点
　※第５位　大和田典子（Ｗ Ｒ Ｃ）　　　　391点

　※第６位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　391点
　※第７位　金嶋みのり（ブルズアイ）　　　　391点
　※第８位　遠藤　友里（栄北三銃士）　　　　391点
　※尚、３位と４位・５位と６位・７位と８位はセン
　　ター数により決定いたしました。

平成21年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
　３月13日～３月14日

　於宮城県石巻市ライフル射撃場
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　山下　敏和（自 衛 隊）　　　695. 7点
　　第２位　今井　太陽（学　　　連）　　　691. 7点
　　第３位　田邊　伊織（徳　　　島）　　　689. 3点
　　第４位　牧　　征樹（滋　　　賀）　　　689. 1点
　　第５位　三島　裕介（東　　　京）　　　687. 5点
　　第６位　松本　崇志（自　衛　隊）　　　686. 6点
　　第７位　谷島　　緑（自　衛　隊）　　　685. 7点
　　第８位　持永　洋壮（佐　　　賀）　　　684. 7点
　　　　　　渡邉　一樹（山梨・本学）　　　583. 0点
　　　　　　高橋　　誠（埼玉・本学）　　　580. 0点
　　　　　　塩野谷則哲（埼玉・本学）　　　570. 0点
　　　　　　松本　健次（埼玉・本学）　　　563. 0点
　　　　　　堀越　丈嗣（埼玉・本学）　　　562. 0点
　　　　　　山脇　成章（埼玉・本学）　　　552. 0点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　古野本真希（日 立 情 報）　　　497. 3点
　　第２位　三﨑　宏美（日 立 情 報）　　　496. 2点
　　第３位　岩田　聖子（日 立 情 報）　　　496. 1点
　　第４位　塚田由紀子（千　　　葉）　　　495. 1点
　　第５位　浅野　美帆（香　　　川）　　　494. 7点
　　第６位　佐々木亜子（日立ハイテク）　　　494. 5点
　　第７位　生駒　早織（東　　　京）　　　493. 5点
　　第８位　金嶋みのり（富　　　山）　　　493. 2点
　　　　　　渡邉　奈奈（埼玉・本学）　　　390. 0点
　　　　　　野澤　佳子（埼玉・本学）　　　385. 0点
　　　　　　海蔵　昌子（埼玉・本学）　　　384. 0点
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