
渡邉　一樹（法４）
松本　健次（文４）
山脇　成章（文４）
菊地奈緒美（経４）

佐藤　優樹（法３）
海蔵　昌子（法３）
野澤　佳子（法３）
渡邉　奈奈（法３）
堀越　丈嗣（文３）
塩野谷則哲（経３）
高橋　　誠（経３）

今村　吉宏（法２）
小林　直史（法２）
澁井　菜月（法２）
高橋　　茜（法２）
萩原　　光（経２）
船　　雅斗（経２）

川田　諒太（法１）
古武家悠斗（法１）
捧　　徳之（法１）
早川　和希（法１）
鶴見　勇太（経１）
湯浅　菜月（経１）

⑮射撃
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平成23年度全日本選抜ライフル射撃競技大会
　４月23日～４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）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　山下　敏和（自　体　校）　　2523. 5点
　　第２位　谷島　　緑（自　体　校）　　2517. 0点
　　第３位　小笠　太志（自　体　校）　　2505. 2点
　　第４位　富澤　功嗣（自　体　校）　　2489. 0点
　　第５位　渡邉　一樹（本　　　学）　　2474. 8点
　　第６位　長田　好生（山　　　梨）　　2474. 4点
　　第７位　松本　崇志（自　体　校）　　2386. 8点
　　第８位　田上　大介（自　体　校）　　2385. 9点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　2221. 0点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（滋　　　賀）　　1346. 9点
　　第２位　岩田　聖子（日 立 情 報）　　1346. 4点
　　第３位　佐々木亜子（日 立 情 報）　　1345. 5点
　　第４位　砥石　真衣（東　洋　大）　　1343. 6点
　　第５位　源　　洋子（日 立 情 報）　　1337. 1点
　　第６位　塚田　恵子（熊　　　本）　　1335. 5点
　　第７位　古野本真希（日 立 情 報）　　1236. 1点
　　第８位　高橋由希絵（明　治　大）　　1227. 6点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　山下　敏和（自　体　校）　　1397. 7点
　　第２位　富澤　功嗣（自　体　校）　　1392. 2点
　　第３位　谷島　　緑（自　体　校）　　1390. 0点
　　第４位　金坂　広幸（千　　　葉）　　1387. 0点
　　第５位　柴山　　誠（自　体　校）　　1283. 7点
　　第６位　荒本　俊明（大　　　阪）　　1280. 3点
　　第７位　小笠　太志（自　体　校）　　1279. 0点
　　第８位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1278. 8点

平成23年度西日本春季ＳＢ・ＡＲ射撃競技大会
　４月29日～５月１日　

於広島県安芸太田町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）
　50ｍＰ60
　（50メートル伏射60発競技）
　10ｍＳ60Ｍ
　（10メートル立射60発男子競技）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　礒部　直樹（大　　　分）　　　1130点
　　第２位　藤平　卓也（学　　　連）　　　1129点
　　第３位　岩崎　貴文（学　　　連）　　　1124点
　　第４位　牧　　征樹（滋　　　賀）　　　1120点
　※第５位　江﨑　光祐（熊　　　本）　　　1110点
　※第６位　松本　健次（本　　　学）　　　1110点
　　第７位　岩崎　　俊（長　　　崎）　　　1108点
　　第８位　礒部　恭輔（福　　　岡）　　　1097点
　※尚、５位と６位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍＰ60
　　第１位　礒部　直樹（大　　　分）　　　689. 9点
　　第２位　笠井　善仁（滋　　　賀）　　　686. 5点
　　第３位　中村　結花（滋　　　賀）　　　686. 1点
　　第４位　岩崎　　俊（長　　　崎）　　　685. 8点
　　第５位　松本　健次（本　　　学）　　　681. 5点
　　第６位　牧　　征樹（滋　　　賀）　　　680. 6点
　　第７位　礒部　恭輔（福　　　岡）　　　679. 1点
　　第８位　竹内　俊雅（香　　　川）　　　582. 0点
　
　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　福井　將人（大　　　分）　　　　587点
　　第２位　牧　　征樹（滋　　　賀）　　　　585点
　　第３位　田邊　伊織（学　　　連）　　　　584点
　　第４位　岩崎　貴文（学　　　連）　　　　583点
　※第５位　礒部　直樹（大　　　分）　　　　581点
　※第６位　山本　将之（奈　　　良）　　　　581点
　　第７位　米澤　琢朗（愛　　　知）　　　　575点
　　第８位　有澤　健吾（学　　　連）　　　　574点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　571点
　※尚、５位と６位はセンター数により決定いたしま
　　した。

成　績
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平成23年度関東学生ライフル射撃選手権春季大会
　５月26日～５月29日　

於埼玉県長瀞町長瀞ライフル射撃場
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　　　6904点
　　第２位　明 治 大 学　　　6830点
　　第３位　中 央 大 学　　　6741点

女子団体結果
　　第１位　本　　　学　　　2839点
　　第２位　明 治 大 学　　　2824点
　　第３位　中 央 大 学　　　2816点

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　3400点
　　第２位　明 治 大 学　　　3363点
　　第３位　中 央 大 学　　　3312点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　本　　　学　　　1673点
　　第２位　明 治 大 学　　　1669点
　　第３位　中 央 大 学　　　1658点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1757点
　　第２位　明 治 大 学　　　1746点
　　第３位　立 教 大 学　　　1716点

　50ｍＳ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1747点
　　第２位　中 央 大 学　　　1745点
　　第３位　東 洋 大 学　　　1728点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　本　　　学　　　1166点

　　第２位　中 央 大 学　　　1158点
　　第３位　明 治 大 学　　　1155点

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　小林　直史（本　　　学）　　1241. 2点
　　第２位　高橋　　誠（本　　　学）　　1235. 6点
　　第３位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1230. 5点
　　第４位　持永　洋壮（明 治 大）　　1225. 7点
　　第５位　塩野谷則哲（本　　　学）　　1219. 0点
　　第６位　小山将太郎（東 洋 大）　　1217. 6点
　　第７位　柴田　洋佑（明 治 大）　　1216. 5点
　　第８位　佐藤　優樹（本　　　学）　　1212. 9点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　1110点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　1107点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　1080点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　砥石　真衣（東 洋 大）　　　666. 5点
　　第２位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　660. 5点
　　第３位　高橋由希絵（明 治 大）　　　659. 5点
　　第４位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　656. 9点
　　第５位　生駒　早織（明 治 大）　　　656. 0点
　　第６位　正林奈津実（中 央 大）　　　650. 1点
　　第７位　清水　綾乃（中 央 大）　　　648. 5点
　　第８位　津久浦弘子（慶應義塾大）　　　645. 5点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　548点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　537点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　694. 8点
　　第２位　塩野谷則哲（本　　　学）　　　687. 1点
　　第３位　高橋　　誠（本　　　学）　　　686. 2点
　　第４位　田中　智晴（法 政 大）　　　685. 8点
　　第５位　柴田　洋佑（明 治 大）　　　683. 9点
　※第６位　小林　直史（本　　　学）　　　681. 4点
　※第７位　持永　洋壮（明 治 大）　　　681. 4点
　　第８位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　680. 9点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　576点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　572点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　565点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　　558点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　557点
　※尚、６位と７位はファイナル得点により決定いた
　　しました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　高橋由希絵（明 治 大）　　　　593点
　　第２位　生駒　早織（明 治 大）　　　　588点
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　　第３位　清水　綾乃（中 央 大）　　　　587点
　　第４位　砥石　真衣（東 洋 大）　　　　585点
　　第５位　市川　早紀（明 治 大）　　　　583点
　　第６位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　579点
　　第７位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　576点
　　第８位　吉田　友香（早 稲 田 大）　　　　575点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　575点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　566点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　560点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　558点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　557点
　　
　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　691. 9点
　　第２位　今井　太陽（中 央 大）　　　688. 6点
　　第３位　田中　智晴（法 政 大）　　　687. 9点
　　第４位　高橋　　誠（本　　　学）　　　685. 1点
　　第５位　船　　雅斗（本　　　学）　　　684. 1点
　※第６位　阿部　　洋（明 治 大）　　　683. 6点
　※第７位　持永　洋壮（明 治 大）　　　683. 6点
　　第８位　古田　信嗣（東北学院大）　　　682. 6点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　580点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　578点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　578点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　鶴見　勇太（本　　　学）　　　　571点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　570点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　569点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　561点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　559点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　553点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　　539点
　※尚、６位と７位はファイナル得点により決定いた
　　しました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　491. 6点
　　第２位　清水　綾乃（中 央 大）　　　491. 4点
　　第３位　小泉　茉優（中 央 大）　　　491. 3点
　　第４位　砥石　真衣（東 洋 大）　　　491. 1点
　　第５位　早川　和希（本　　　学）　　　489. 1点
　　第６位　舘　明日香（立 教 大）　　　486. 6点
　　第７位　樋口　咲希（明 治 大）　　　484. 1点
　　第８位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　482. 9点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　387点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　383点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　381点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　380点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　377点

平成23年度第41回西日本ライフル射撃競技選手権大会
　６月11日～６月12日　

於熊本県益城町熊本県総合射撃場
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　木内栄一郎（徳　　　島）　　　1144点
　　第２位　礒部　直樹（大　　　分）　　　1137点
　　第３位　藤平　卓也（学　　　連）　　　1131点
　　第４位　片山　敏郎（京　　　都）　　　1130点
　　第５位　牧　　征樹（滋　　　賀）　　　1128点
　　第６位　松本　健次（本　　　学）　　　1122点
　　第７位　小林　直史（本　　　学）　　　1121点
　　第８位　江﨑　光祐（熊　　　本）　　　1120点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　　571点
　　第２位　安西　美帆（滋　　　賀）　　　　563点
　※第３位　森　　瑞希（大　　　分）　　　　560点
　※第４位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　560点
　　第５位　山川　七海（学　　　連）　　　　559点
　※第６位　辻　友香里（滋　　　賀）　　　　557点
　※第７位　田中　知里（滋　　　賀）　　　　557点
　　第８位　藤田　佳苗（兵　　　庫）　　　　556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。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　木内誠二郎（徳　　　島）　　　　592点
　　第２位　礒部　直樹（大　　　分）　　　　589点
　　第３位　坂本　直哉（兵　　　庫）　　　　585点
　　第４位　藤田　史朗（京　　　都）　　　　584点
　※第５位　牧　　征樹（滋　　　賀）　　　　583点
　※第６位　木内栄一郎（徳　　　島）　　　　583点
　※第７位　川崎　清次（宮　　　崎）　　　　583点
　※第８位　山岡　茂俊（山　　　口）　　　　583点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　579点
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　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　562点
　※尚、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　寄田奈緒美（山　　　口）　　　　573点
　　第２位　安西　美帆（滋　　　賀）　　　　572点
　　第３位　山川　七海（学　　　連）　　　　571点
　※第４位　田中　智美（長　　　崎）　　　　568点
　※第５位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　　568点
　　第６位　早川　和希（本　　　学）　　　　565点
　　第７位　塚田　恵子（熊　　　本）　　　　563点
　　第８位　仲　　友美（和 歌 山）　　　　546点
　※尚、４位と５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）　　　　590点
　　第２位　田邊　伊織（学　　　連）　　　　587点
　※第３位　藤平　卓也（学　　　連）　　　　584点
　※第４位　福井　將人（大　　　分）　　　　584点
　※第５位　中村　公俊（宮　　　崎）　　　　583点
　※第６位　冨本　佳照（大　　　阪）　　　　583点
　※第７位　新里　江平（沖　　　縄）　　　　578点
　※第８位　松井　啓博（高　　　知）　　　　578点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　568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。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　　395点
　　第２位　松本　靖世（学　　　連）　　　　391点
　　第３位　早川　和希（本　　　学）　　　　389点
　※第４位　辻　友香里（滋　　　賀）　　　　388点
　※第５位　石川　令奈（兵　　　庫）　　　　388点
　※第６位　黄瀬　優稀（学　　　連）　　　　387点
　※第７位　安西　美帆（滋　　　賀）　　　　387点
　　第８位　河野　花梨（高　　　知）　　　　386点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　379点
　※尚、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23年度東日本学生ライフル射撃選手権大会
　６月11日～６月12日　

於新潟県立胎内ライフル射撃場
種目
　50ｍ３×20
　（50メートル３姿勢20発男女混合競技）
　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）

各種目別団体結果
　50ｍ３×20
　　第１位　明 治 大 学　　　1692点
　　第２位　本　　　学　　　1672点
　　第３位　東 洋 大 学　　　1665点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1753点
　　第２位　明 治 大 学　　　1732点
　　第３位　中 央 大 学　　　1722点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1730点
　　第２位　明 治 大 学　　　1729点
　　第３位　中 央 大 学　　　1726点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1164点
　　第２位　本　　　学　　　1142点
　　第３位　東 洋 大 学　　　1133点

試合結果
　50ｍ３×20
　　第１位　砥石　真衣（東 洋 大）　　　665. 3点
　　第２位　生駒　早織（明 治 大）　　　661. 4点
　　第３位　高橋由希絵（明 治 大）　　　660. 9点
　　第４位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　660. 6点
　　第５位　清水　綾乃（中 央 大）　　　659. 1点
　　第６位　持永　洋壮（明 治 大）　　　656. 0点
　　第７位　柴田　洋佑（明 治 大）　　　651. 5点
　　第８位　城　　拓実（法 政 大）　　　643. 9点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　562点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　555点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　555点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　553点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　543点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　540点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　529点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　694. 4点
　　第２位　柴田　洋佑（明 治 大）　　　688. 0点
　　第３位　高橋　　誠（本　　　学）　　　687. 5点
　　第４位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　683. 5点
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　　第５位　持永　洋壮（明　治　大）　　　681. 4点
　　第６位　塩野谷則哲（本　　　学）　　　681. 0点
　　第７位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　679. 0点
　　第８位　今村　吉宏（本　　　学）　　　673. 1点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　573点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　　570点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　563点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　563点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　685. 2点
　　第２位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　685. 1点
　　第３位　今井　太陽（中　央　大）　　　682. 2点
　　第４位　船　　雅斗（本　　　学）　　　681. 5点
　　第５位　今村　吉宏（本　　　学）　　　679. 9点
　　第６位　鶴見　勇太（本　　　学）　　　679. 7点
　　第７位　阿部　　智（中　央　大）　　　677. 5点
　　第８位　齋藤　　翔（東　洋　大）　　　675. 3点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　578点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　570点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　清水　綾乃（中　央　大）　　　491. 7点
　　第２位　生駒　早織（明　治　大）　　　491. 4点
　　第３位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　491. 0点
　　第４位　小泉　茉優（中　央　大）　　　488. 2点
　　第５位　砥石　真衣（東　洋　大）　　　487. 2点
　　第６位　山田　穂波（明　治　大）　　　486. 8点
　　第７位　市川　早紀（明　治　大）　　　486. 7点
　　第８位　樋口　咲希（明　治　大）　　　486. 7点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　380点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　378点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　377点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　376点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　375点

平成23年度第41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　阿久津昌弘（栃　　　木）　　　1150点
　　第２位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　1149点
　　第３位　三島　裕介（東　　　京）　　　1141点
　※第４位　柴山　　誠（埼　　　玉）　　　1140点
　※第５位　田上　大介（埼　　　玉）　　　1140点
　　第６位　平岡　雄太（埼　　　玉）　　　1139点
　　第７位　田中　智晴（東　　　京）　　　1138点
　※第８位　吉田　　亨（神　奈　川）　　　1137点
　※　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　1137点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　1133点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　1105点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　1089点
　※尚、４位と５位、８位はセンター数により決定い
　　たしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　砥石　真衣（長　　　野）　　　　579点
　　第２位　生駒　早織（東　　　京）　　　　571点
　※第３位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　　570点
　※第４位　松島　　愛（東　　　京）　　　　570点
　　第５位　清水つぶら（山　　　梨）　　　　569点
　　第６位　秋葉　美樹（千　　　葉）　　　　568点
　　第７位　清水　綾乃（岐　　　阜）　　　　566点
　　第８位　秋葉　美樹（千　　　葉）　　　　565点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　554点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　548点
　※尚、３位と４位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　592点
　※第２位　小笠　太志（埼　　　玉）　　　　591点
　※第３位　古沢　重夫（神　奈　川）　　　　591点
　※第４位　田村　　達（石　　　川）　　　　589点
　※第５位　川村　昌弘（茨　　　城）　　　　589点
　※第６位　信田　健介（神　奈　川）　　　　589点
　※第７位　鈴田　　潤（岐　　　阜）　　　　588点
　※第８位　金坂　広幸（千　　　葉）　　　　588点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　578点
　※尚、２位と３位、４位から６位、７位と８位はセ
　　ンター数により決定いたしました。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　源　　洋子（埼　　　玉）　　　　593点
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　　第２位　松島　　愛（東　　　京）　　　　591点
　　第３位　清水　綾乃（岐　　　阜）　　　　588点
　　第４位　砥石　真衣（長　　　野）　　　　584点
　　第５位　長谷川由佳（神　奈　川）　　　　582点
　　第６位　高橋由希絵（神　奈　川）　　　　580点
　　第７位　阿部あや子（山　　　形）　　　　579点
　　第８位　生駒　早織（東　　　京）　　　　574点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　566点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　560点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　阿久津昌弘（栃　　　木）　　　　587点
　　第２位　阿部　　智（埼　　　玉）　　　　586点
　　第３位　川原　智志（静　　　岡）　　　　584点
　※第４位　長田　好生（山　　　梨）　　　　583点
　※第５位　齋藤　哲史（神　奈　川）　　　　583点
　※第６位　今井　太陽（千　　　葉）　　　　581点
　※第７位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　　581点
　　第８位　田上　大介（埼　　　玉）　　　　580点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　　552点
　※尚、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。

　10ｍＳ40Ｗ
　※第１位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　　391点
　※第２位　清水　綾乃（岐　　　阜）　　　　391点
　※第３位　蛯原　綾乃（茨　　　城）　　　　391点
　※第４位　川井ひと美（山　　　梨）　　　　390点
　※第５位　生駒　早織（東　　　京）　　　　390点
　※第６位　秋葉　美樹（千　　　葉）　　　　390点
　※第７位　前田　絵美（千　　　葉）　　　　389点
　※第８位　小泉　茉優（埼　　　玉）　　　　389点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　388点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　381点
　※尚、１位から３位、４位から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23年度第７回全日本学生選抜ライフル射撃選手権大会
　７月２日～７月３日　

於新潟県胎内市ライフル射撃場
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）

総合男子団体
　　第１位　本　　　学　　　6891点
　　第２位　明 治 大 学　　　6793点
　　第３位　同志社大学　　　6792点

総合女子団体
　　第１位　本　　　学　　　2853点
　　第２位　関 西 大 学　　　2851点
　　第３位　明 治 大 学　　　2836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　　　3348点
　　第３位　同志社大学　　　3339点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　関 西 大 学　　　1698点
　　第２位　本　　　学　　　1685点
　　第３位　明 治 大 学　　　1682点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1745点
　　第２位　明 治 大 学　　　1740点
　　第３位　関 西 大 学　　　1725点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1740点
　　第２位　中 央 大 学　　　1732点
　　第３位　東 洋 大 学　　　1731点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　本　　　学　　　1168点
　　第２位　明 治 大 学　　　1154点
　　第３位　関 西 大 学　　　1153点

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1246. 3点
　　第２位　高橋　　誠（本　　　学）　　1232. 1点
　　第３位　浜中　紀孝（中　央　大）　　1228. 5点
　　第４位　佐藤　優樹（本　　　学）　　1226. 5点
　　第５位　小林　直史（本　　　学）　　1223. 9点
　　第６位　藤平　卓也（関　西　大）　　1223. 4点
　　第７位　橋爪　一馬（同 志 社 大）　　1222. 2点
　　第８位　持永　洋壮（明　治　大）　　1212. 6点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　1120点
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　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　1111点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　松本　知子（立 命 館 大）　　　668. 1点
　　第２位　山川　七海（関　西　大）　　　665. 8点
　　第３位　砥石　真衣（東　洋　大）　　　665. 2点
　　第４位　大井　盟子（同 志 社 大）　　　665. 1点
　　第５位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　663. 7点
　　第６位　小林　美峰（同 志 社 大）　　　659. 8点
　　第７位　高橋由希絵（明　治　大）　　　656. 1点
　　第８位　堀抜くるみ（関　西　大）　　　653. 8点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　562点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　556点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　689. 9点
　　第２位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　688. 8点
　　第３位　柴田　洋佑（明　治　大）　　　687. 5点
　　第４位　坂本　高穂（崇　城　大）　　　684. 5点
　　第５位　塩野谷則哲（本　　　学）　　　682. 3点
　　第６位　持永　洋壮（明　治　大）　　　681. 5点
　　第７位　有澤　健吾（関　西　大）　　　680. 9点
　　第８位　田中　智晴（法　政　大）　　　680. 7点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　578点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　576点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　船　　雅斗（本　　　学）　　　686. 0点
　　第２位　今井　太陽（中　央　大）　　　684. 9点
　　第３位　岩崎　貴文（同 志 社 大）　　　681. 2点
　　第４位　橋爪　一馬（同 志 社 大）　　　680. 7点
　　第５位　浜中　紀孝（中　央　大）　　　679. 8点
　　第６位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　679. 7点
　　第７位　坂田　敬聖（東　洋　大）　　　675. 3点
　　第８位　田邉　伊織（関　西　大）　　　674. 7点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　575点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　565点

　10ｍＳ40Ｍ
　　第１位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　497. 3点
　　第２位　光畑　綾香（関　西　大）　　　494. 0点
　　第３位　鈴木侑香里（関　西　大）　　　493. 3点
　　第４位　山田　穂波（明　治　大）　　　491. 8点
　※第５位　小泉　茉優（中　央　大）　　　490. 6点
　※第６位　早川　和希（本　　　学）　　　490. 6点
　　第７位　岡　　葉月（立 命 館 大）　　　490. 1点
　　第８位　清水　綾乃（中　央　大）　　　488. 4点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　562点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　556点
　※尚、５位と６位はファイナル得点により決定いたしました。

平成23年度第27回全日本ライフル射撃クラブ対
抗選手権大会
　７月15日～７月18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　高橋　　誠（本　　　学）　　　1160点
　　第２位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　1148点
　　第３位　目良　明裕（オール日大）　　　1146点
　※第４位　山下　理貴（ブルズアイ）　　　1145点
　※第５位　篠原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　1145点
　　第６位　三島　裕介（お ぉ 明 治）　　　1142点
　　第７位　吉田　　亨（神奈川ＳＣ）　　　1141点
　　第８位　猪坂　朋彦（茶 燗 歩 燗）　　　1139点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　1125点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　1124点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　1122点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　1114点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　1063点
　※尚、４位と５位はセンター数により決定いたしま
　　した。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　中村　結花（サ ム ラ イ）　　　　579点
　　第２位　吉野本真希（オール日大）　　　　577点
　　第３位　源　　洋子（オール日大）　　　　575点
　　第４位　高橋由希絵（神奈川ＳＣ）　　　　574点
　　第５位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　571点
　※第６位　秋葉　美樹（チームFUJIHIRA）　　　　570点
　※第７位　清水　綾乃（岐阜ＲＡＣ）　　　　570点
　※第８位　砥石　真衣（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　570点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　544点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　543点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　530点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　529点
　※尚、６位から８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　渡邉　一樹（流　　　星）　　　　592点
　※第２位　金坂　広幸（Ａ　Ａ　Ａ）　　　　592点
　※第３位　澤戸　　覚（次　郎　長）　　　　591点
　※第４位　信田　健介（BackFire）　　　　591点
　※第５位　仁城新太郎（京都ポイント）　　　　590点
　※第６位　岩崎　　俊（オール日大）　　　　590点
　※第７位　阿久津昌弘（い い ち ご）　　　　590点
　※第８位　岡　　篤彦（サ ム ラ イ）　　　　590点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　582点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　581点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　575点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　573点
　※尚、１位と２位、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。

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　砥石　真衣（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　589点
　　第２位　松島　　愛（フ ロ ッ グ）　　　　588点
　　第３位　中村　鷹子（BackFire）　　　　587点
　※第４位　西本　宏美（オール日大）　　　　586点
　※第５位　源　　洋子（オール日大）　　　　586点
　　第６位　小泉　茉優（栄北三銃士）　　　　585点
　　第７位　中村　結花（サ ム ラ イ）　　　　583点
　　第８位　小島　則子（ブルズアイ）　　　　582点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　548点
　※尚、４位と５位はセンター数により決定いたしま
　　した。
　　
　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　山下　理貴（ブルズアイ）　　　　591点
　　第２位　牧　　征樹（ブルズアイ）　　　　590点
　　第３位　今井　太陽（チームFUJIHIRA）　　　　589点
　　第４位　船　　雅斗（本　　　学）　　　　588点
　※第５位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　586点
　※第６位　三島　裕介（お ぉ 明 治）　　　　586点
　※第７位　吉田　　光（岐阜ＲＡＣ）　　　　586点
　　第８位　長田　好生（流　　　星）　　　　585点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　571点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　　559点
　※尚、５位から７位はセンター数により決定いたし
　　ました。

　10ｍＳ40Ｗ
　※第１位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　395点
　※第２位　古野本真希（オール日大）　　　　395点
　※第３位　今井　尚子（お ぉ 明 治）　　　　393点

　※第４位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　393点
　※第５位　清水　綾乃（岐阜ＲＡＣ）　　　　393点
　※第６位　小泉　茉優（栄北三銃士）　　　　393点
　※第７位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　　393点
　　第８位　光畑　綾香（teamKENGO）　　　　392点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　389点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　386点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　377点
　※尚、１位と２位、３位から７位はセンター数によ
　　り決定いたしました。

第26回ユニバーシアード競技大会
　８月12日～８月24日　於中国深圳西麗湖度假村
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　Campriani　Niccolo（ＩＴＡ）1277. 3点
　　第２位　Kang　Hongwei（ＣＨＮ）　　1271. 6点
　　第３位　Kamenskiy　Sargey（ＲＵＳ）1266. 3点
　　第４位　Junghaengel　Henri（ＧＥＲ）1265. 5点
　　第５位　Monnier　Jeremy（ＦＲＡ）　1264. 0点
　　第６位　Cao　Yifei（ＣＨＮ）　　　　　1263. 8点
　　第７位　Gong　Jiawel（ＣＨＮ）　　　1262. 4点
　　第８位　Tugushev　Vladimir（ＲＵＳ）1258. 7点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　1142点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　Shcherbatsevich　Yury（ＢＬＲ）701. 0点
　　第２位　Cao　Yifei（ＣＨＮ）　　　　　700. 0点
　　第３位　Yermakov　Alexandr（ＫＡＺ）698. 6点
　　第４位　Vyshynski　Tsimafei（ＢＬＲ）698. 4点
　　第５位　Andersson　Sam（ＳＷＥ）　　697. 8点
　　第６位　Kang　Hongwei（ＣＨＮ）　　697. 5点
　　第７位　Bayaraa　Myantai（ＭＧＬ）　695. 1点
　　第８位　Liu　Gang（ＣＨＮ）　　　　　694. 2点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　584点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　Campriani　Niccolo（ＩＴＡ）　698. 4点
　　第２位　Yu　Jae　Chul（ＫＯＲ）　　　　696. 0点
　　第３位　Gong　Jiawel（ＣＨＮ）　　　 695. 9点
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　　第４位　Cao　Yifel（ＣＨＮ）　　　　　695. 4点
　　第５位　Monnier　Jeremy（ＦＲＡ）　　695. 3点
　　第６位　Shcherbatsevich　Yury（ＢＬＲ）694. 8点
　　第７位　Leonardi　Tommaso（ＩＴＡ）　694. 5点
　　第８位　Bayaraa　Myantai（ＭＧＬ）　693. 3点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　584点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　575点

　10ｍＳ40Ｗ
　※第１位　Zublasing　Prtra（ＩＴＡ）　　502. 4点
　※第２位　Ungerank　Lisa（ＡＵＴ）　　　502. 4点
　　第３位　Felix　Manuela　Christel（ＧＥＲ）499. 1点
　　第４位　Peskova　Daniela（ＳＶＫ）　　497. 7点
　　第５位　Vdovina　Daria（ＲＵＳ）　　　497. 3点
　　第６位　Chen　Szuwei（ＴＰＥ）　　　497. 1点
　　第７位　Kim　Sun　Hwa（ＫＯＲ）　　　497. 0点
　　第８位　Ser　Xiang　Wei　Jasmine（ＲＵＳ）495. 4点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　384点
　※尚、１位と２位は競射により決定いたしました。

平成23年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会
　９月１日～９月４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）

男子総合結果
　　第１位　本　　　学　　　6905点
　　第２位　明 治 大 学　　　6826点
　　第３位　中 央 大 学　　　6736点

女子団体結果
　　第１位　中 央 大 学　　　2846点
　　第２位　明 治 大 学　　　2839点
　　第３位　本　　　学　　　2816点

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　3417点

　　第２位　明 治 大 学　　　3357点
　　第３位　法 政 大 学　　　3315点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1675点
　　第２位　中 央 大 学　　　1672点
　　第３位　本　　　学　　　1660点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1739点
　　第２位　明 治 大 学　　　1738点
　　第３位　法 政 大 学　　　1722点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　1749点
　　第２位　明 治 大 学　　　1731点
　　第３位　中 央 大 学　　　1724点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　中 央 大 学　　　1174点
　　第２位　明 治 大 学　　　1164点
　　第３位　本　　　学　　　1156点

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　高橋　　誠（本　　　学）　　1236. 0点
　　第２位　小林　直史（本　　　学）　　1229. 1点
　　第３位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1228. 6点
　　第４位　持永　洋壮（明　治　大）　　1221. 2点
　　第５位　小山将太郎（東　洋　大）　　1216. 0点
　　第６位　塩野谷則哲（本　　　学）　　1215. 8点
　　第７位　佐藤　優樹（本　　　学）　　1211. 2点
　　第８位　柴田　洋佑（明　治　大）　　1203. 1点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　1110点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　1100点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　1096点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　1093点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　1078点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　1050点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　砥石　真衣（東　洋　大）　　　667. 8点
　　第２位　清水　綾乃（中　央　大）　　　661. 4点
　　第３位　生駒　早織（明　治　大）　　　658. 3点
　　第４位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　657. 2点
　　第５位　高橋由希絵（明　治　大）　　　655. 0点
　　第６位　津久浦弘子（慶應義塾大）　　　653. 7点
　　第７位　早川　和希（本　　　学）　　　648. 6点
　　第８位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　646. 5点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　543点
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　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　544点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　540点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　541点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　柴田　洋佑（明　治　大）　　　688. 3点
　　第２位　田中　智晴（法　政　大）　　　686. 9点
　　第３位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　685. 8点
　　第４位　小林　直史（本　　　学）　　　681. 5点
　　第５位　松本　健次（本　　　学）　　　679. 7点
　　第６位　今村　吉宏（本　　　学）　　　678. 9点
　　第７位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　677. 9点
　　第８位　持永　洋壮（明　治　大）　　　677. 7点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　572点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　564点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　　563点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　559点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　547点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　585点
　　第２位　市川　早紀（明　治　大）　　　　584点
　※第３位　砥石　真衣（東　洋　大）　　　　582点
　※第４位　高橋由希絵（明　治　大）　　　　582点
　　第５位　清水　綾乃（中　央　大）　　　　580点
　　第６位　生駒　早織（明　治　大）　　　　577点
　※第７位　吉田　友香（早 稲 田 大）　　　　575点
　※第８位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　575点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　564点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　561点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　550点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　537点
　※尚、３位と４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　渡邉　一樹（本　　　学）　　　690. 7点
　　第２位　今井　太陽（中　央　大）　　　688. 8点
　　第３位　小林　直史（本　　　学）　　　684. 3点
　　第４位　船　　雅斗（本　　　学）　　　682. 7点
　　第５位　中尾　圭吾（明　治　大）　　　681. 3点
　　第６位　照井　　彬（東北学院大）　　　680. 1点
　　第７位　古田　信嗣（東北学院大）　　　679. 1点
　　第８位　高橋　　誠（本　　　学）　　　675. 5点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　578点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　573点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　567点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　565点

　　　　　　鶴見　勇太（本　　　学）　　　　564点
　　　　　　川田　諒太（本　　　学）　　　　564点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　562点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　562点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　555点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　　554点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　清水　綾乃（中　央　大）　　　496. 9点
　　第２位　小泉　茉優（中　央　大）　　　495. 2点
　　第３位　砥石　真衣（東　洋　大）　　　490. 3点
　　第４位　蛯原　綾乃（早 稲 田 大）　　　489. 3点
　　第５位　生駒　早織（明　治　大）　　　488. 7点
　　第６位　菊地奈緒美（本　　　学）　　　488. 3点
　　第７位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　487. 8点
　　第８位　竹内　仁美（明　治　大）　　　486. 4点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　386点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　386点
　　　　　　湯浅　菜月（本　　　学）　　　　386点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　386点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　384点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　379点

平成23年度JOCジュニアオリンピックカップ兼
第22回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会
　９月10日～９月11日　

於埼玉県伊奈町国際学院高等学校射撃場
種目
　10ｍＳ60ＪＭ
　（10メートル立射60発男子競技）
　10ｍＳ40ＪＷ
　（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
　10ｍＳ60ＪＭ
　　第１位　船　　雅斗（本　　　学）　　　690. 7点
　　第２位　草場　卓馬（中　央　大）　　　689. 2点
　　第３位　稲葉　拓也（真 岡 工 業）　　　688. 9点
　　第４位　新里　江平（沖　　　縄）　　　688. 3点
　　第５位　鶴見　勇太（本　　　学）　　　683. 7点
　　第６位　津場　恭平（明　治　大）　　　682. 4点
　　第７位　山森　信人（南 砺 福 光）　　　681. 0点
　　第８位　山森　　陸（水　　　口）　　　677. 7点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　581点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　569点

　10ｍＳ40ＪＷ
　　第１位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　496. 9点
　　第２位　山中　美希（真 岡 北 陵）　　　491. 8点
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　　第３位　小泉　茉優（栄　　　北）　　　490. 0点
　　第４位　早川　和希（本　　　学）　　　489. 6点
　　第５位　阪口　真唯（山　　　辺）　　　487. 7点
　　第６位　青木　菜摘（水　　　口）　　　486. 4点
　　第７位　和田　　渚（科 学 技 術）　　　485. 6点
　　第８位　進藤　美樹（中　央　大）　　　483. 3点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　381点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　380点

第66回国民体育大会ライフル射撃競技会
　10月２日～10月３日　

於広島県安芸太田町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）
　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）
　10ｍＰ60Ｍ
　（10メートル伏射60発男子競技）
　10ｍＰ40Ｗ
　（10メートル伏射40発女子競技）

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　山下　敏和（埼　　　玉）　　1249. 3点
　　第２位　三島　裕介（東　　　京）　　1227. 5点
　　第３位　阿久津昌弘（栃　　　木）　　1226. 5点
　　第４位　岩崎　貴文（滋　　　賀）　　1223. 8点
　　第５位　小林　直史（本　　　学）　　1221. 4点
　　第６位　金内栄一郎（徳　　　島）　　1215. 4点
　　第７位　目良　明裕（千　　　葉）　　1212. 9点
　　第８位　木下　泰治（石　　　川）　　1198. 7点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　船　　雅斗（本　　　学）　　　687. 5点
　　第２位　松本　崇志（埼　　　玉）　　　684. 9点
　　第３位　阿部　　洋（宮　　　崎）　　　683. 9点
　　第４位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　682. 5点
　　第５位　山崎　　純（栃　　　木）　　　681. 8点
　　第６位　松井　啓博（高　　　知）　　　681. 3点
　　第７位　今村　吉宏（本　　　学）　　　679. 9点
　　第８位　田邉　伊織（長　　　崎）　　　679. 7点
　　　　　　川田　諒太（本　　　学）　　　　569点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　井浦　　望（福　　　岡）　　　491. 0点
　　第２位　小泉　茉優（埼　　　玉）　　　490. 7点
　　第３位　光畑　綾香（岡　　　山）　　　488. 9点

　　第４位　小林　美峰（滋　　　賀）　　　488. 8点
　　第５位　早川　和希（本　　　学）　　　487. 5点
　　第６位　礒部あずさ（大　　　分）　　　486. 8点
　　第７位　安齋　美帆（京　　　都）　　　486. 0点
　　第８位　鈴木侑香里（栃　　　木）　　　483. 1点

　10ｍＰ60Ｍ
　　第１位　渋谷　　志（秋　　　田）　　　629. 8点
　　第２位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　627. 2点
　※第３位　鎌田　龍一（熊　　　本）　　　625. 6点
　※第４位　崎本　健士（兵　　　庫）　　　625. 6点
　　第５位　中村　公俊（宮　　　崎）　　　625. 5点
　　第６位　望月　貴裕（三　　　重）　　　624. 4点
　　第７位　酒井　久尋（愛　　　知）　　　624. 2点
　　第８位　吉見　俊司（徳　　　島）　　　623. 7点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　623. 7点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　621. 0点
　　　　　　川田　諒太（本　　　学）　　　614. 6点
　※尚、３位と４位はセンター数により決定いたしました。

　10ｍＰ40Ｗ
　　第１位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　418. 7点
　　第２位　前田　絵美（千　　　葉）　　　416. 6点
　　第３位　礒部あずさ（大　　　分）　　　415. 8点
　　第４位　河野　花梨（高　　　知）　　　415. 6点
　　第５位　井浦　　望（福　　　岡）　　　414. 5点
　　第６位　小泉　茉優（埼　　　玉）　　　414. 3点
　　第７位　三枝　美貴（山　　　梨）　　　414. 2点
　　第８位　小林　美峰（滋　　　賀）　　　413. 8点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　412. 8点

全日本学生ライフル射撃選手権大会兼
全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
　10月７日～10月10日　

於大阪府能勢町大阪府能勢射撃場
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）
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男子総合団体結果
　　第１位　明 治 大 学　　　6897点
　　第２位　本　　　学　　　6880点
　　第３位　関 西 大 学　　　6826点

女子総合団体結果
　　第１位　明 治 大 学　　　2849点
　　第２位　関 西 大 学　　　2843点
　　第３位　本　　　学　　　2842点

各種目別団体結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　本　　　学　　　3402点
　　第２位　明 治 大 学　　　3389点
　　第３位　中 央 大 学　　　3340点

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　明 治 大 学　　　1690点
　　第２位　関 西 大 学　　　1682点
　　第３位　本　　　学　　　1675点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　明 治 大 学　　　1761点
　　第２位　本　　　学　　　1735点
　　第３位　関 西 大 学　　　1750点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　関 西 大 学　　　1750点
　　第２位　中 央 大 学　　　1748点
　　第３位　明 治 大 学　　　1747点
　　　　　　本　　　学　　　1725点

　10ｍＳ40Ｗ
　※第１位　本　　　学　　　1167点
　※第２位　立命館大学　　　1167点
　　第３位　同志社大学　　　1163点
　※尚、１位と２位はセンター数により決定いたしま
　　した。

試合結果
　50ｍ３×40Ｍ
　　第１位　高橋　　誠（本　　　学）　　1237. 7点
　　第２位　持永　洋壮（明　治　大）　　1232. 9点
　　第３位　今井　太陽（中　央　大）　　1231. 9点
　　第４位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1229. 9点
　　第５位　佐藤　優樹（本　　　学）　　1223. 4点
　※第６位　塩野谷則哲（本　　　学）　　1219. 6点
　※第７位　中尾　圭吾（明　治　大）　　1219. 6点
　　第８位　竹田　朋広（立 命 館 大）　　1217. 7点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　1218点

　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　1117点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　1114点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　1106点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　1059点
　※尚、６位と７位はファイナル得点により決定いた
　　しました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　清水　綾乃（中　央　大）　　　670. 7点
　　第２位　松本　靖世（関　西　大）　　　665. 0点
　　第３位　津久浦弘子（慶應義塾大）　　　659. 2点
　　第４位　市川　早紀（明　治　大）　　　659. 0点
　　第５位　新谷ひかる（関　西　大）　　　658. 0点
　　第６位　早川　和希（本　　　学）　　　656. 0点
　　第７位　高橋由希絵（明　治　大）　　　655. 6点
　　第８位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　652. 7点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　549点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　538点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　持永　洋壮（明　治　大）　　　691. 9点
　　第２位　柴田　洋佑（明　治　大）　　　691. 0点
　　第３位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　690. 7点
　　第４位　竹田　朋広（立 命 館 大）　　　688. 2点
　　第５位　藤平　卓也（関　西　大）　　　686. 6点
　　第６位　塩野谷則哲（本　　　学）　　　686. 2点
　　第７位　小林　直史（本　　　学）　　　683. 8点
　　第８位　今村　吉宏（本　　　学）　　　682. 5点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　582点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　559点

　50ｍＰ60Ｗ
　　第１位　清水　綾乃（中　央　大）　　　　587点
　　第２位　高橋由希絵（明　治　大）　　　　585点
　　第３位　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　584点
　　第４位　砥石　真衣（東　洋　大）　　　　581点
　　第５位　生駒　早織（明　治　大）　　　　580点
　　第６位　岡　　葉月（立 命 館 大）　　　　578点
　　第７位　市川　早紀（明　治　大）　　　　577点
　　第８位　進藤　美樹（中　央　大）　　　　576点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　569点
　　　　　　澁井　葉月（本　　　学）　　　　568点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　田邉　伊織（関　西　大）　　　690. 2点
　　第２位　持永　洋壮（明　治　大）　　　688. 7点
　　第３位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　688. 5点
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　　第４位　佐藤　優樹（本　　　学）　　　686. 9点
　　第５位　高橋　　誠（本　　　学）　　　685. 6点
　　第６位　坂太　敬聖（東　洋　大）　　　685. 3点
　　第７位　今井　太陽（中　央　大）　　　685. 6点
　　第８位　照井　　彬（東北学院大）　　　681. 8点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　582点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　577点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　574点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　573点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　573点
　　　　　　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　570点
　　　　　　鶴見　勇太（本　　　学）　　　　565点
　　　　　　川田　諒太（本　　　学）　　　　556点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　556点
　　　　　　山脇　成章（本　　　学）　　　　553点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　　551点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　蛯原　綾乃（早 稲 田 大）　　　494. 7点
　　第２位　久保　結子（立 命 館 大）　　　493. 5点
　　第３位　綾戸　真美（同 志 社 大）　　　493. 2点
　　第４位　黄瀬　優稀（関　西　大）　　　493. 2点
　　第５位　早川　和希（本　　　学）　　　492. 1点
　　第６位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　491. 4点
　　第７位　鈴木侑香里（関　西　大）　　　490. 6点
　　第８位　海蔵　昌子（本　　　学）　　　489. 4点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　384点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　384点
　　　　　　菊地奈緒美（本　　　学）　　　　384点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　380点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　　370点

平成23年度関東学生ライフル射撃新人大会
　11月３日～６日　於埼玉県朝霞ライフル射撃場
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）
　10ｍＳ60Ｍ
　（10メートル立射60発男子競技）
　10ｍＳ40
　（10メートル立射40発男女混合競技）

団体結果
　10ｍＳ40
　　第１位　中 央 大 学　　　1165点
　※第２位　明 治 大 学　　　1154点
　※第３位　本　　　学　　　1154点

　※尚、２位と３位はセンター数により決定いたしました。

試合結果
　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　小泉　茉優（中　央　大）　　　　556点
　　第２位　津久浦弘子（慶應義塾大）　　　　555点
　　第３位　高橋　沙織（東　洋　大）　　　　552点
　　第４位　武田　朋恵（立　教　大）　　　　550点
　　第５位　澁井　菜月（本　　　学）　　　　549点
　　第６位　奈良あやか（早 稲 田 大）　　　　546点
　※第７位　吉田　友香（早 稲 田 大）　　　　544点
　※第８位　佐藤　泉美（法　政　大）　　　　544点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　544点
　　　　　　野澤　佳子（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。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　小林　直史（本　　　学）　　　　584点
　　第２位　鈴木　健之（法　政　大）　　　　581点
　　第３位　岡安　航一（慶應義塾大）　　　　580点
　※第４位　近藤　　恒（法　政　大）　　　　577点
　※第５位　小池　光輝（立　教　大）　　　　577点
　※第６位　船　　雅斗（本　　　学）　　　　577点
　　第７位　堀越　丈嗣（本　　　学）　　　　576点
　　第８位　宮本　亮太（慶應義塾大）　　　　575点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　572点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　570点
　※尚、４位から６位はセンター数により決定いたし
　　ました。

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　平野　　央（東　洋　大）　　　　579点
　※第２位　田中　智晴（法　政　大）　　　　577点
　※第３位　新木　友崇（千葉工業大）　　　　577点
　　第４位　大森　智文（東　洋　大）　　　　576点
　※第５位　大原健一郎（慶應義塾大）　　　　574点
　※第６位　黒子　大輔（千葉工業大）　　　　574点
　※第７位　鶴巻　真成（慶應義塾大）　　　　574点
　※第８位　岡安　航一（慶應義塾大）　　　　574点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　　542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。

　10ｍＳ40
　※第１位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　　391点
　※第２位　安達　瑛香（早 稲 田 大）　　　　391点
　※第３位　小泉　茉優（中　央　大）　　　　390点
　※第４位　草場　卓馬（中　央　大）　　　　390点
　　第５位　井浦　　望（明　治　大）　　　　388点
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　※第６位　島崎　弘隆（明　治　大）　　　　387点
　※第７位　坂田　敬聖（東　洋　大）　　　　387点
　※第８位　十文字健志（慶應義塾大）　　　　387点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　384点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　383点
　　　　　　鶴見　勇太（本　　　学）　　　　379点
　　　　　　川田　諒太（本　　　学）　　　　372点
　※尚、１位と２位、３位と４位、６位から８位はセ
　ンター数により決定いたしました。

平成23年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
　11月３日～11月６日

於大阪府能勢町能勢射撃場
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（自　体　校）　　1265. 6点
　　第２位　松本　崇志（自　体　校）　　1252. 6点
　※第３位　谷島　　緑（自　体　校）　　1250. 2点
　※第４位　田上　大介（自　体　校）　　1250. 2点
　　第５位　三島　祐介（東　　　京）　　1249. 5点
　　第６位　渡邉　一樹（本　　　学）　　1247. 1点
　　第７位　平岡　雄太（自　体　校）　　1237. 3点
　　第８位　小笠　太志（自　体　校）　　1235. 3点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　1128点
　※尚、３位と４位は競射により決定いたしました。

　50ｍ３×20Ｗ
　　第１位　古野本真希（埼　　　玉）　　　676. 7点
　　第２位　濱中　知理（滋　　　賀）　　　673. 8点
　　第３位　岩田　聖子（宮　　　城）　　　671. 5点
　　第４位　中村　結花（滋　　　賀）　　　671. 4点
　　第５位　生駒　早織（東　　　京）　　　669. 3点
　　第６位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　667. 2点
　　第７位　砥石　真衣（長　　　野）　　　666. 5点
　　第８位　清水つぶら（山　　　梨）　　　663. 1点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　567点

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　山下　敏和（自　体　校）　　　700. 6点
　　第２位　林　　　巧（長　　　野）　　　697. 3点
　　第３位　富澤　功嗣（自　体　校）　　　695. 5点
　　第４位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　694. 7点
　　第５位　仁城新太郎（京　　　都）　　　694. 3点
　　第６位　矢橋　　晃（岡　　　山）　　　693. 3点
　　第７位　田上　大介（自　体　校）　　　691. 9点
　　第８位　鈴田　　潤（岐　　　阜）　　　691. 0点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　577点

　10ｍＳ60Ｍ
　　第１位　山下　敏和（自　体　校）　　　659. 7点
　　第２位　長田　好生（山　　　梨）　　　693. 4点
　　第３位　渡邉　一樹（本　　　学）　　　691. 6点
　　第４位　高橋　　誠（本　　　学）　　　689. 7点
　　第５位　勝岡　弘幸（静　　　岡）　　　688. 2点
　　第６位　今井　太陽（千　　　葉）　　　686. 9点
　　第７位　山下　理貴（石　　　川）　　　686. 6点
　　第８位　田上　大介（自　体　校）　　　686. 3点
　　　　　　松本　健次（本　　　学）　　　　580点

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　古野本真希（埼　　　玉）　　　499. 5点
　　第２位　生駒　早織（東　　　京）　　　493. 8点
　　第３位　佐々木亜子（大　　　阪）　　　492. 5点
　　第４位　綾戸　真美（同　志　社）　　　492. 4点
　　第５位　中村　結花（滋　　　賀）　　　491. 9点
　　第６位　松本　靖世（関　　　西）　　　491. 0点
　　第７位　中原　麻衣（福　　　岡）　　　488. 6点
　　第８位　川井ひと美（山　　　梨）　　　486. 0点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　384点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　379点

平成23年度　
第30回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選抜大会
　11月11日～11月13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
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　（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）　　　1155点
　　第２位　三島　裕介（お ぉ 明 治）　　　1154点
　　第３位　阿久津昌弘（い い ち ご）　　　1152点
　　第４位　高橋　　誠（本　　　学）　　　1151点
　　第５位　木下　泰治（サ ム ラ イ）　　　1150点
　　第６位　勝岡　弘幸（次　郎　長）　　　1147点
　　第７位　持永　洋壮（お ぉ 明 治）　　　1143点
　　第８位　小林　直史（本　　　学）　　　1142点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　1135点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　1131点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　1130点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　1115点
　　　　　　船　　雅斗（本　　　学）　　　1099点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　1082点

　50ｍ３×20Ｗ
　※第１位　古野本真希（オール日大）　　　　578点
　※第２位　松島　　愛（フ ロ ッ グ）　　　　578点
　　第３位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　577点
　※第４位　高橋由希絵（神奈川ＳＣ）　　　　574点
　※第５位　源　　洋子（オール日大）　　　　574点
　※第６位　秋葉　美樹（チームFUJIHIRA）　　　　570点
　※第７位　砥石　真衣（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　570点
　　第８位　清水　綾乃（岐阜ＲＡＣ）　　　　568点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　563点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　556点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　552点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　551点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　544点
　※尚、１位と２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。

　50ｍＰ60Ｍ
　　第１位　仁城新太郎（京都ポイント）　　　　595点
　※第２位　矢橋　　晃（ジェネシスＲＣ）　　　　592点
　※第３位　篠原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　　592点
　※第４位　岡　　篤彦（サ ム ラ イ）　　　　592点
　※第５位　林　　　巧（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　592点
　※第６位　坂本　直哉（ブルズアイ）　　　　591点
　※第７位　吉田　　亨（神奈川ＳＣ）　　　　591点
　※第８位　目良　明裕（オール日大）　　　　591点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　585点
　　　　　　佐藤　優樹（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　塩野谷則哲（本　　　学）　　　　583点
　※尚、２位から５位と６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　古野本真希（オール日大）　　　　592点
　※第２位　源　　洋子（オール日大）　　　　592点
　※第３位　中村　鷹子（BackFire）　　　　592点
　　第４位　高橋由希絵（神奈川ＳＣ）　　　　589点
　　第５位　木村　恵子（フ ロ ッ グ）　　　　586点
　　第６位　砥石　真衣（Ｎ　Ｒ　Ｔ）　　　　585点
　※第７位　川井ひと美（流　　　星）　　　　584点
　※第８位　松島　　愛（フ ロ ッ グ）　　　　584点
　　　　　　渡邉　奈奈（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　564点
　※尚、１位から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　青山　敬志（チームFUJIHIRA）　　　　594点
　　第２位　山下　理貴（ブルズアイ）　　　　589点
　　第３位　篠原　章宏（神奈川ＳＣ）　　　　588点
　　第４位　今井　太陽（チームFUJIHIRA）　　　　587点
　※第５位　勝岡　弘幸（次　郎　長）　　　　586点
　※第６位　石川　雅輝（い い ち ご）　　　　586点
　※第７位　吉田　　光（岐阜ＲＡＣ）　　　　586点
　※第８位　船　　雅斗（本　　　学）　　　　586点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　　583点
　　　　　　高橋　　誠（本　　　学）　　　　581点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　　581点
　　　　　　今村　吉宏（本　　　学）　　　　575点
　　　　　　渡邉　一樹（本　　　学）　　　　573点
　　　　　　川田　諒太（本　　　学）　　　　570点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　　566点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　　565点
　※尚、５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　古野本真希（オール日大）　　　　397点
　※第２位　辻　友香里（サ ム ラ イ）　　　　395点
　※第３位　佐々木亜子（お ぉ 明 治）　　　　395点
　※第４位　小泉　茉優（栄北三銃士）　　　　395点
　※第５位　安斎　美帆（京都ポイント）　　　　393点
　※第６位　湯浅　菜月（本　　　学）　　　　393点
　※第７位　今井　尚子（お ぉ 明 治）　　　　393点
　※第８位　生駒　早織（フ ロ ッ グ）　　　　393点
　　　　　　早川　和希（本　　　学）　　　　392点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　　388点
　　　　　　澁井　菜月（本　　　学）　　　　383点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　　382点
　※尚、２位から４位と５位から８位はセンター数に
　　より決定いたしました。
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第12回アジア射撃競技選手権
　１月11日～１月22日　

於カタール　ドーハ　Losail Shooting Range
種目
　10ｍＳ40ＷＪ
　（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
　10ｍＳ40ＷＪ
　　第１位　CHOE　un　Young（ＫＯＲ）　　499.0点
　　第２位　LEE　Yu　Ri（ＫＯＲ）　　　　　496.4点
　　第３位　ARZOOQI　Hebah（ＫＵＷ）　　496.1点
　　第４位　SULTANA　Sadiya（ＢＡＮ）　496.0点
　　第５位　SADANGI　Shriyanka（ＩＮＤ）494.9点
　　第６位　CHEN　Fang（ＣＨＮ）　　　　494.2点
　　第７位　ALZAYED　Hessah（ＫＵＷ）　494.0点
　　第８位　ISMAILOVA　Sabina（ＫＡＺ）493.8点
　　　　　　湯浅　菜月（本　　　学）　　　　391点

平成23年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
　３月10日～３月11日　

於宮城県石巻市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　高橋　　誠（本　　　学）　　　691. 6点
　※第２位　山下　敏和（自　体　校）　　　691. 4点
　※第３位　今井　太陽（中　央　大）　　　691. 4点
　※第４位　渡邉　一樹（山　　　梨）　　　691. 2点
　※第５位　船　　雅斗（本　　　学）　　　691. 2点
　　第６位　松本　崇志（自　体　校）　　　690. 6点
　　第７位　岩崎　貴文（同 志 社 大）　　　686. 6点
　　第８位　塩野谷則哲（本　　　学）　　　683. 3点
　　　　　　小林　直史（本　　　学）　　　583. 0点
　　　　　　捧　　徳之（本　　　学）　　　578. 0点
　　　　　　萩原　　光（本　　　学）　　　571. 0点
　　　　　　古武家悠斗（本　　　学）　　　569. 0点
※尚、２位と３位、４位と５位はファイナル得点によ
り決定いたしました。

　10ｍＳ40Ｗ
　　第１位　古野本真希（日 立 情 報）　　　497. 2点
　　第２位　安西　美帆（滋　　　賀）　　　495. 6点
　　第３位　今井　尚子（岐　　　阜）　　　494. 5点
　　第４位　生駒　早織（東　　　京）　　　494. 0点

　　第５位　安井美紗貴（同 志 社 大）　　　493. 6点
　　第６位　清水　綾乃（中　央　大）　　　492. 7点
　　第７位　岩田　聖子（日 立 情 報）　　　492. 7点
　　第８位　田村　理沙（立 命 館 大）　　　490. 7点
　　　　　　高橋　　茜（本　　　学）　　　389. 0点
　　　　　　野澤　佳子（本　　　学）　　　388. 0点
　　　　　　海蔵　昌子（本　　　学）　　　384. 0点
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