
射 撃 部

学生寮・練習場
　　　　〒335－0034 埼玉県戸田市笹目7－20－1　☎048（422）7415 
　　　　日本大学笹目学生寮

部　長　渋　谷　鑛 副部長　唐　澤　正　実 監　督　齊　藤　政　之

主 将
総 務

船 　 雅 斗
小 林 直 史

コーチ　源　洋　子
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小林　直史（法４）
高橋　　茜（法４）
澁井　菜月（法４）
船　　雅斗（経４）
萩原　　光（経４）

川田　諒太（法３）
古武家悠斗（法３）
捧　　徳之（法３）
早川　知希（法３）
鶴見　勇太（経３）
湯浅　菜月（経３）

勝股　貴洋（法２）
田村　　亮（法２）
宮倉　大輔（法２）
松浦　未和（法２）
奥田　裕樹（経２）
大道　　忍（経２）
山中　美希（経２）
小島　卓人（理２）

清川　佑介（法１）
小林　郁弥（法１）
宮川ちさと（法１）
新井　建志（文１）
今泉　　太（経１）
塩入　龍哉（経１）
吉川　和宏（経１）
安田　　菫（商１）

⑮射撃
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平成24年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
　３月９日～３月10日　於大阪府能勢町射撃場
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 船　　雅斗（本 学） 591.5点
第２位 田上　大介（自 体 校） 589.6点
第３位 小林　直史（本 学） 589.5点

※第４位 篠原　章宏（府 中 市） 589.2点
※第５位 岩崎　貴文（同 志 社） 589.2点

第６位 津場　恭平（明 治） 588.2点
第７位 鈴木　純一（山 梨） 586.5点
第８位 富澤　功嗣（自 体 校） 584.0点

高橋　　誠（本 学） 583点
勝股　貴洋（本 学） 576点
宮倉　大輔（本 学） 575点
田村　　亮（本 学） 574点
奥田　裕樹（本 学） 565点
古武家悠斗（本 学） 564点
萩原　　光（本 学） 558点

※ 尚、４位と５位は競射得点により決定いたしまし
た。

10ｍＳ40W
第１位 小泉　茉優（中 央） 495.8点
第２位 岩田　聖子（日 立 情 報） 494.7点
第３位 清水　綾乃（中 央） 494.6点
第４位 湯浅　菜月（本 学） 494.5点
第５位 綾戸　真美（同 志 社） 493.3点
第６位 冬木　翔子（立 命 館） 492.9点
第７位 久保　結子（立 命 館） 492.6点
第８位 砥石　真衣（長 野） 490.6点

高橋　　茜（本 学） 380点
澁井　菜月（本 学） 379点

ISSFワールドカップ韓国大会
　４月５日～４月８日　於韓国チャンオン総合射撃場
種目

10ｍＳ40W
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
10ｍＳ40W

第１位 WU Liuxi（CHN） 206.2点
第２位 RACHE Silvia（GER） 206.0点
第３位 MAKSIMOVIC Ivana（SRB） 185.6点
第４位 YU Dan（CHN） 164.5点
第５位 YI　Siling（CHN） 143.7点
第６位 ZHUKOVA Anna（RUS） 122.8点
第７位 ARSOVIC Andrea（SRB） 101.6点
第８位 VDOVIA Daria（RUS） 81.3点

湯浅　菜月（本 学） 411.3点

平成25年度全日本選抜ライフル射撃競技大会（50ｍライフル）
　４月20日～４月21日　於スポーツ・パル高根の郷
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20ＭＷ
（50メートル３姿勢20発女子競技）

試合結果
50m3×40M

第１位 谷島　　緑（自 体 校） 448.3点
第２位 小笠　太志（自 体 校） 448.2点
第３位 柴山　　誠（自 体 校） 436.9点
第４位 篠原　章宏（東 京） 424.6点
第５位 松本　崇志（自 体 校） 412.2点
第６位 三島　裕介（東 京） 401.0点
第７位 富澤　功嗣（自 体 校） 388.6点
第８位 勝岡　弘幸（静 岡） 382.1点

船　　雅斗（本 学） 1132点
捧　　徳之（本 学） 1122点
小林　直史（本 学） 1121点
宮倉　大輔（本 学） 1116点
古武家悠斗（本 学） 1106点

50ｍ３×20ＭＷ
第１位 石川　令奈（兵 庫） 447.5点
第２位 古野本真希（日 立 情 報） 442.3点
第３位 松島　　愛（東 京） 432.6点
第４位 岩田　聖子（日 立 情 報） 420.7点
第５位 佐々木亜子（日立ハイテク） 413.1点
第６位 砥石　真衣（長 野） 396.3点
第７位 澁井　菜月（本 学） 384.2点
第８位 綾戸　真美（同 志 社） 383.8点

高橋　　茜（本 学） 547点

成　績
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平成24年度ユニバーシアード選手権選考記録会
　４月22日～４月24日　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

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

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 小林　直史（本 学） 446.3点
第２位 橋爪　一馬（岐 阜） 445.4点
第３位 柴田　洋佑（明 治） 431.0点
第４位 持永　洋壮（佐 賀） 417.4点
第５位 津場　恭平（明 治） 408.7点
第６位 捧　　徳之（本 学） 398.0点
第７位 船　　雅斗（本 学） 388.0点
第８位 正満　孝太（明 治） 381.3点

古武家悠斗（本 学） 2228点
川田　諒太（本 学） 2175点
鶴見　勇太（本 学） 2113点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 綾戸　真美（同 志 社） 452.8点
第２位 生駒　早織（明 治） 446.6点
第３位 山川　七海（関 西） 432.8点
第４位 高橋由希絵（神 奈 川） 422.6点
第５位 松本　靖世（関 西） 411.2点
第６位 森岡加南子（同 志 社） 401.7点
第７位 澁井　菜月（本 学） 391.1点
第８位 森　　瑞希（同 志 社） 381.5点

高橋　　茜（本 学） 1098点
早川　知希（本 学） 1093点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 柴田　洋佑（明 治） 206.7点
第２位 正満　孝太（明 治） 206.0点
第３位 橋爪　一馬（岐 阜） 183.9点
第４位 小林　直史（本 学） 164.0点
第５位 津場　恭平（明 治） 140.1点
第６位 持永　洋壮（佐 賀） 120.5点
第７位 佐藤　意織（明 治） 99.1点
第８位 捧　　徳之（本 学） 78.8点

船　　雅斗（本 学） 1145点

川田　諒太（本 学） 1137点
古武家悠斗（本 学） 1125点
鶴見　勇太（本 学） 1090点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 船　　雅斗（本 学） 203.1点
第２位 小林　郁弥（栃 木） 202.3点
第３位 津場　恭平（明 治） 180.0点
第４位 嘉山　　豪（明 治） 160.3点
第５位 中田有士郎（明 治） 138.5点
第６位 玉城　弘也（沖 縄） 118.1点
第７位 山森　信人（立 命 館） 97.3点
第８位 阿部　　智（中 央） 76.6点

勝股　貴洋（本 学） 1153点
宮倉　大輔（本 学） 1152点
小林　直史（本 学） 1147点

10ｍＳ40W
※第１位 小泉　茉優（中 央） 203.0点
※第２位 和田　　渚（立 命 館） 203.0点

第３位 井浦　　望（明 治） 179.8点
第４位 綾戸　真美（同 志 社） 158.9点
第５位 澁井　菜月（本 学） 137.5点
第６位 石橋　　唯（同 志 社） 116.5点
第７位 森　　瑞希（同 志 社） 91.8点
第８位 蛯原　綾乃（早 稲 田） 69.3点

早川　知希（本 学） 770点
高橋　　茜（本 学） 764点

※ 尚、１位と２位は競射得点により決定いたしまし
た。

ISSFワールドカップミュンヘン大会
　５月23日～５月30日　於ドイツミュンヘン
種目

50ｍ３×20W
（50メートル３姿勢20発女子競技）
10ｍＳ40W
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
50ｍ３×20W
※第１位 SYKOROVA Adela（CZE） 456.2点
※第２位 MA Hong（CHN） 456.2点

第３位 BRIZE Laurence（FRA） 445.8点
第４位 BOGACKA Sylwia（POL） 436.0点
第５位 LI Peijing（CHN） 425.1点
第６位 PFEILSCHIFTER Sorija（GER） 414.8点
第７位 BEYELER Andrea（SUI） 398.0点
第８位 EVESQUE Emilie（FRA） 397.1点

湯浅　菜月（本 学） 581点
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※ 尚、１位と２位は競射得点により決定いたしまし
た。

10ｍＳ40W
第１位 UNGERANK Lisa（AUT） 206.7点
第２位 CHANG Jing（CHN） 205.7点
第３位 EVESQUE Emilie（FRA） 185.0点
第４位 MAGER Jessica（GER） 164.7点
第５位 YI Siling（CHN） 144.4点
第６位 EMAMGHOL INEJAD ANDVVARI Narjes（IRI） 123.8点
第７位 ARSOVIC Andrea（SRB） 102.9点
第８位 MAZUROBA Nikola（CZE） 80.7点

湯浅　菜月（本 学） 409.3点

平成25年度東アジア競技大会選手選考記録会
　５月24日～５月26日　於長瀞総合ライフル射撃場
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 体 校） 204.2点
第２位 鈴木　純一（中 央） 203.6点
第３位 船　　雅斗（本 学） 181.9点
第４位 小林　郁弥（本 学） 159.3点
第５位 勝岡　弘幸（静 岡） 139.1点
第６位 篠原　章宏（和 歌 山） 119.5点
第７位 長田　好生（山 梨 富 創） 98.2点
第８位 岩崎　貴文（滋賀体育協会） 77.6点

吉川　和宏（本 学） 1157点
清川　佑介（本 学） 1116点

10ｍＳ40W
第１位 小泉　茉優（中 央） 204.9点
第２位 森　　瑞希（同 志 社） 204.4点
第３位 中村　結花（堀 場 製 作 所） 182.4点
第４位 綾戸　真美（同 志 社） 162.4点
第５位 高野こえだ（大 分） 141.8点
第６位 宮川ちさと（本 学） 120.5点
第７位 佐々木亜子（日立ハイテク） 99.3点
第８位 高橋由希絵（永 谷 園） 76.3点

澁井　菜月（本 学） 774点
高橋　　茜（本 学） 771点

平成25年度関東学生ライフル射撃選手権春季大会
　５月30日～６月２日　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
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 明　　　治 6847点
第２位 本　　　学 6826点
第３位 中　　　央 6755点

女子団体結果
第１位 本　　　学 2830点
第２位 中　　　央 2792点
第３位 明　　　治 2791点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 明　　　治 3363点
第２位 本　　　学 3361点
第３位 中　　　央 3314点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 本　　　学 1673点
第２位 明　　　治 1649点
第３位 中　　　央 1647点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 明　　　治 1763点
第２位 本　　　学 1742点
第３位 慶　　　應 1724点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 中　　　央 1741点
第２位 本　　　学 1723点
第３位 明　　　治 1721点

10ｍＳ40M
第１位 本　　　学 1157点
第２位 法　　　政 1151点

－271－



第３位 早　稲　田 1149点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 正満　孝太（明 治） 438.7点
第２位 小林　直史（本 学） 437.4点
第３位 船　　雅斗（本 学） 418.3点
第４位 津場　恭平（明 治） 410.0点
第５位 阿部　　智（中 央） 391.7点
第６位 古武家悠斗（本 学） 380.6点
第７位 宮倉　大輔（本 学） 369.7点
第８位 草場　卓馬（中 央） 368.7点

鶴見　勇太（本 学） 1105点
捧　　徳之（本 学） 1103点
奥田　裕樹（本 学） 1102点
田村　　亮（本 学） 1097点
大道　　忍（本 学） 1196点
勝股　貴洋（本 学） 1062点
萩原　　光（本 学） 1056点
川田　諒太（本 学） 1051点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 小泉　茉優（中 央） 444.3点
第２位 早川　知希（本 学） 432.3点
第３位 澁井　菜月（本 学） 420.2点
第４位 高橋　　茜（本 学） 406.5点
第５位 井浦　　望（明 治） 396.6点
第６位 片山　智愛（東 洋） 386.0点
第７位 進藤　美樹（中 央） 377.0点
第８位 樋口　咲希（明 治） 372.1点

松浦　未和（本 学） 525点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 津場　恭平（明 治） 204.9点
第２位 船　　雅斗（本 学） 204.6点
第３位 佐藤　意織（明 治） 180.5点
第４位 小林　直史（本 学） 161.0点
第５位 鶴見　勇太（本 学） 139.1点
第６位 正満　孝太（明 治） 119.1点
第７位 斎田　太輝（慶 應） 98.8点
第８位 浅野　　啓（慶 應） 77.6点

古武家悠斗（本 学） 576点
宮倉　大輔（本 学） 576点
捧　　徳之（本 学） 571点
大道　　忍（本 学） 570点
勝股　貴洋（本 学） 570点
萩原　　光（本 学） 569点
川田　諒太（本 学） 558点
田村　　亮（本 学） 546点

50ｍＰ60W
第１位 高橋　　茜（本 学） 581点
第２位 塚本麻由美（立 教） 580点
第３位 蛯原　綾乃（早 稲 田） 579点
第４位 進藤　美樹（中 央） 577点

※第５位 山田　穂波（明 治） 576点
※第６位 牟田　沙那（法 政） 576点

第７位 井浦　　望（明 治） 575点
第８位 武田　美紅（東 洋） 572点

早川　知希（本 学） 567点
澁井　菜月（本 学） 563点
松浦　未和（本 学） 546点

※ 尚、５位と６位はセンター数により決定いたしま
した。

10ｍＳ60Ｍ
第１位 船　　雅斗（本 学） 204.9点
第２位 土屋　陽平（東 洋） 203.8点
第３位 鈴木　純一（中 央） 183.0点
第４位 鶴見　勇太（本 学） 160.9点
第５位 小林　直史（本 学） 138.2点
第６位 津場　恭平（明 治） 120.9点
第７位 中田有士郎（明 治） 99.5点
第８位 古田　信嗣（東 北 学 院） 74.9点

小林　郁弥（本 学） 579点
塩入　龍哉（本 学） 578点
宮倉　大輔（本 学） 577点
清川　佑介（本 学） 575点
今泉　　太（本 学） 575点
田村　　亮（本 学） 573点
小島　卓人（本 学） 572点
捧　　徳之（本 学） 572点
勝股　貴洋（本 学） 571点
大道　　忍（本 学） 568点
吉川　和宏（本 学） 566点
奥田　裕樹（本 学） 563点
川田　諒太（本 学） 559点
萩原　　光（本 学） 547点
古武家悠斗（本 学） 541点

10ｍＳ40W
※第１位 宮川ちさと（本 学） 203.3点
※第２位 湯浅　菜月（本 学） 203.3点

第３位 牟田　沙那（法 政） 182.2点
第４位 小泉　茉優（中 央） 160.1点
第５位 早川　知希（本 学） 139.8点
第６位 長島　　遥（早 稲 田） 116.5点
第７位 安田　　菫（本 学） 99.3点
第８位 石山　　南（法 政） 76.8点

高橋　　茜（本 学） 385点
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澁井　菜月（本 学） 384点
山中　美希（本 学） 380点
松浦　未和（本 学） 375点

※ 尚、１位と２位は競射得点により決定いたしまし
た。

平成25年度東日本学生ライフル射撃選手権大会
　６月14日～６月16日　於宮の沢屋内競技場
種目

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

総合結果
第１位 中　　　央 1742点
第２位 本　　　学 1729点
第３位 東　　　洋 1724点

50ｍ３×20Ｍ
第１位 明　　　治 1696点
第２位 本　　　学 1669点
第３位 法　　　政 1640点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 早　稲　田 1664点
第２位 明　　　治 1656点
第３位 本　　　学 1646点

50ｍＰ60ＭW
第１位 明　　　治 1741点
第２位 本　　　学 1730点
第３位 中　　　央 1725点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 中　　　央 1742点
第２位 本　　　学 1729点
第３位 東　　　洋 1724点

10ｍＳ40W
第１位 中　　　央 1148点
第２位 法　　　政 1145点
第３位 明　　　治 1144点
第４位 本　　　学 1143点

試合結果
50ｍ３×20Ｍ

第１位 津場　恭平（明 治） 575点
第２位 正満　孝太（明 治） 568点
第３位 宮倉　大輔（本 学） 561点
第４位 古武家悠斗（本 学） 559点
第５位 阿部　　智（中 央） 557点
第６位 塚本健太郎（法 政） 555点
第７位 嘉山　　豪（明 治） 553点
第８位 斎田　太輝（慶 應） 552点

捧　　徳之（本 学） 549点
勝股　貴洋（本 学） 542点

50ｍ３×20W
第１位 樋口　咲希（明 治） 558点

※第２位 安達　瑛香（早 稲 田） 557点
※第３位 井浦　　望（明 治） 557点
※第４位 蛯原　綾乃（早 稲 田） 557点

第５位 早川　知希（本 学） 555点
※第６位 澁井　菜月（本 学） 554点
※第７位 塚田　恵美（早 稲 田） 554点

第８位 小泉　茉優（中 央） 552点
高橋　　茜（本 学） 537点
松浦　未和（本 学） 258点

※ 尚、２位と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。

50ｍＰ60ＭW
第１位 正満　孝太（明 治） 587点
第２位 安達　瑛香（早 稲 田） 583点
第３位 津場　恭平（明 治） 582点
第４位 大関　隼平（東 洋） 580点
第５位 古武家悠斗（本 学） 579点
第６位 片山　智愛（東 洋） 578点

※第７位 宮倉　大輔（本 学） 577点
※第８位 金井　大亮（中 央） 577点

早川　知希（本 学） 575点
捧　　徳之（本 学） 574点
澁井　菜月（本 学） 569点
勝股　貴洋（本 学） 566点
高橋　　茜（本 学） 565点
松浦　未和（本 学） 512点

※ 尚、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 古田　信嗣（東 北 学 院） 585点
※第２位 鈴木　純一（中 央） 585点

第３位 勝股　貴洋（本 学） 582点
第４位 坂田　敬聖（東 洋） 580点
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第５位 白鳥　聖也（中 央） 579点
※第６位 草場　卓馬（中 央） 578点
※第７位 宮倉　大輔（本 学） 578点
※第８位 照井　　彬（東 北 学 院） 578点

塩入　龍哉（本 学） 569点
捧　　徳之（本 学） 566点

※ 尚、１位と２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 早川　知希（本 学） 389点
第２位 諏訪　晶子（中 央） 387点
第３位 塚田　恵美（早 稲 田） 386点
第４位 長島　　遥（早 稲 田） 385点
第５位 井浦　　望（明 治） 384点

※第６位 時田亜也加（明 治） 383点
※第７位 新里葉津紀（中 央） 383点
※第８位 牟田　沙那（法 政） 383点

松浦　未和（本 学） 380点
高橋　　茜（本 学） 377点
澁井　菜月（本 学） 374点

※ 尚、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。

平成25年度第43回西日本ライフル射撃競技選手権大会
　６月29日～６月30日　於つつがライフル射撃場
種目

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

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 岡　　篤彦（滋 賀） 1143点
第２位 片山　敏郎（京 都） 1140点
第３位 持永　洋牡（佐 賀） 1132点
第４位 小林　直史（本 学） 1131点
第５位 持永　洋牡（佐 賀） 1130点
第６位 牧　　征樹（滋 賀） 1129点
第７位 磯部　直樹（大 分） 1120点
第８位 荒本　俊明（大 阪） 1118点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 岩崎　　俊（長 崎） 589点

※第２位 坂本　直哉（兵 庫） 588点

※第３位 磯部　直樹（大 分） 588点
第４位 垣見　昌男（大 阪） 587点
第５位 笠井　善仁（滋 賀） 586点
第６位 木内誠二郎（徳 島） 585点
第７位 荒本　俊明（大 阪） 584点
第８位 古武家悠斗（本 学） 583点

小林　直史（本 学） 578点
奥田　裕樹（本 学） 561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 草場　卓馬（長 崎） 582点
第２位 牧　　征樹（滋 賀） 581点
第３位 玉城　弘也（沖 縄） 580点

※第４位 片山　敏郎（京 都） 577点
※第５位 新里　江平（沖 縄） 577点
※第６位 吉川　和宏（本 学） 575点
※第７位 中村　公俊（宮 崎） 575点

第８位 森永　英二（佐 賀） 574点
清川　佑介（本 学） 566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。

10ｍＰ60Ｍ
第１位 吉見　俊司（徳 島） 625.6点
第２位 荒木　克哉（宮 崎） 621.3点
第３位 磯部　俊雄（福 岡） 620.7点
第４位 中村　公俊（宮 崎） 619.6点
第５位 林　　克也（広 島） 618.2点
第６位 草場　卓馬（長 崎） 617.7点
第７位 古武家悠斗（本 学） 616.8点
第８位 近藤　桂司（大 分） 616.4点

平成25年度第43回東日本ライフル射撃競技選手権大会
　６月29日～６月30日　於富山県福光射撃場
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 松本　崇志（埼 玉） 1155点
第２位 田上　大介（埼 玉） 1149点

－274－



第３位 三島　裕介（東 京） 1148点
第４位 木下　泰治（石 川） 1147点
第５位 勝岡　弘幸（静 岡） 1146点
第６位 小笠　太志（埼 玉） 1144点
第７位 阿久津昌弘（栃 木） 1142点
第８位 平岡　雄太（埼 玉） 1141点

宮倉　大輔（本 学） 1120点
捧　　徳之（本 学） 1081点
田村　　亮（本 学） 1073点
勝股　貴洋（本 学） 1064点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 田村　　達（石 川） 592点

※第２位 田中　克幸（北 海 道） 588点
※第３位 正満　孝太（山 梨） 588点
※第４位 富澤　功嗣（埼 玉） 587点
※第５位 小笠　太志（埼 玉） 587点
※第６位 平岡　雄太（埼 玉） 587点

第７位 相模　敏之（福 井） 586点
第８位 林　　龍一（東 京） 585点

宮倉　大輔（本 学） 584点
捧　　徳之（本 学） 574点

※ 尚、２位と３位、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 三島　裕介（東 京） 589点
第２位 平岡　雄太（埼 玉） 587点
第３位 塩入　龍哉（本 学） 586点

※第４位 松本　崇志（埼 玉） 585点
※第５位 阿久津昌弘（栃 木） 584点
※第６位 土屋　陽平（岐 阜） 583点
※第７位 田上　大介（埼 玉） 581点

第８位 勝岡　弘幸（静 岡） 580点
勝股　貴洋（本 学） 578点
宮倉　大輔（本 学） 572点
小林　郁弥（本 学） 572点
田村　　亮（本 学） 571点
大道　　忍（本 学） 568点
小島　卓人（本 学） 564点

10ｍＳ40W
第１位 久保　結子（富 山） 395点
第２位 塚田　新菜（東 京） 393点
第３位 生駒　早織（東 京） 392点
第４位 谷保亜由子（石 川） 390点

※第５位 金嶋みのり（富 山） 387点
※第６位 有井　真由（東 京） 387点
※第７位 前田　絵美（千 葉） 387点
※第８位 松崎せろな（埼 玉） 387点

山中　美希（本 学） 378点
安田　　菫（本 学） 362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。

平成25年度第９回全日本学生選抜ライフル射撃選手権大会
　７月６日～７月７日　於長瀞総合ライフル射撃場
種目

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

総合男子団体
第１位 明　　　治 6836点
第２位 本　　　学 6826点
第３位 中　　　央 6750点

総合女子団体
第１位 中　　　央 2834点
第２位 本　　　学 2830点
第３位 同　志　社 2823点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 明　　　治 3363点
第２位 本　　　学 3357点
第３位 中　　　央 3310点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 中　　　央 1680点
第２位 明　　　治 1670点
第３位 立　命　館 1669点

本　　　学 1660点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 本　　　学 1734点
第２位 明　　　治 1732点
第３位 慶　　　應 1722点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 明　　　治 1741点
第２位 本　　　学 1735点
第３位 中　　　央 1729点
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10ｍＳ40W
第１位 本　　　学 1170点
第２位 同　志　社 1156点
第３位 中　　　央 1154点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 小林　直史（本 学） 444.5点
第２位 正満　孝太（明 治） 442.5点
第３位 津場　恭平（明 治） 432.7点
第４位 船　　雅斗（本 学） 421.9点
第５位 宮倉　大輔（本 学） 406.5点
第６位 山森　信人（立 命 館） 386.0点
第７位 草場　卓馬（中 央） 367.0点
第８位 阿部　　智（中 央） 365.3点

田村　　亮（本 学） 1109点
大道　　忍（本 学） 1107点
古武家悠斗（本 学） 1103点
捧　　徳之（本 学） 1090点
奥田　裕樹（本 学） 1080点
鶴見　勇太（本 学） 1066点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 綾戸　真美（同 志 社） 443.3点
第２位 小泉　茉優（中 央） 442.0点
第３位 湯浅　菜月（本 学） 430.5点
第４位 久保　結子（立 命 館） 418.3点
第５位 進藤　美樹（中 央） 403.6点
第６位 樋口　咲希（明 治） 393.9点
第７位 澁井　菜月（本 学） 382.9点
第８位 和田　　渚（立 命 館） 380.3点

早川　知希（本 学） 557点
高橋　　茜（本 学） 534点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 正満　孝太（明 治） 205.8点
第２位 津場　恭平（明 治） 205.0点
第３位 宮倉　大輔（本 学） 183.2点
第４位 小林　直史（本 学） 161.8点
第５位 船　　雅斗（本 学） 140.4点
第６位 内田　　翔（慶 應） 119.4点
第７位 鶴見　勇太（本 学） 96.2点
第８位 草場　卓馬（中 央） 73.2点

捧　　徳之（本 学） 574点
大道　　忍（本 学） 573点
古武家悠斗（本 学） 573点
勝股　貴洋（本 学） 556点
萩原　　光（本 学） 556点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 船　　雅斗（本 学） 203.7点
第２位 津場　恭平（明 治） 203.1点
第３位 鈴木　純一（中 央） 180.5点
第４位 小林　郁弥（本 学） 160.2点
第５位 土屋　陽平（東 洋） 138.2点
第６位 榎本　昌保（関 西） 116.5点
第７位 中田有士郎（明 治） 95.0点
第８位 小林　直史（本 学） 77.0点

宮倉　大輔（本 学） 575点
塩入　龍哉（本 学） 571点

10ｍＳ40W
第１位 小泉　茉優（中 央） 202.9点
第２位 早川　知希（本 学） 201.6点
第３位 湯浅　菜月（本 学） 181.4点
第４位 綾戸　真美（同 志 社） 160.1点
第５位 安達　瑛香（早 稲 田） 138.1点
第６位 宮川ちさと（本 学） 117.1点
第７位 進藤　美樹（中 央） 96.9点
第８位 森　　瑞希（同 志 社） 76.4点

安田　　菫（本 学） 384点
高橋　　茜（本 学） 383点
澁井　菜月（本 学） 372点

平成25年度第29回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会
　７月12日～７月15日　於スポーツ・パル高根の郷
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
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 S C） 1147点
第２位 津場　恭平（ホ ー ネ ッ ト） 1145点
第３位 三島　裕介（チームほにゃらら） 1143点
第４位 片山　敏郎（京都ポイント） 1141点
第５位 長田　好生（流 星） 1140点
第６位 勝岡　弘幸（次 郎 長） 1139点
第７位 岡　　篤彦（サ ム ラ イ） 1133点
第８位 正満　孝太（流 星） 1128点

宮倉　大輔（本 学） 1112点
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田村　　亮（本 学） 1105点
古武家悠斗（本 学） 1099点
奥田　裕樹（本 学） 1047点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 澁井　菜月（本 学） 572点
第２位 秋葉　美樹（チームFUJIHIRA） 569点

※第３位 生駒　早織（フ ロ ッ グ） 566点
※第４位 津久浦弘子（神 奈 川 S C） 566点

第５位 進藤　美樹（栄 北 三 銃 士） 565点
※第６位 樋口　咲希（お ぉ 明 治） 564点
※第７位 高橋由希絵（神 奈 川 S C） 564点

第８位 松島　　愛（フ ロ ッ グ） 563点
高橋　　茜（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。

50ｍＰ60Ｍ
第１位 正満　孝太（流 星） 594点

※第２位 仁城新太郎（京都ポイント） 589点
※第３位 金坂　広幸（A A A） 589点
※第４位 片山　敏郎（京都ポイント） 588点
※第５位 巣原　　剛（次 郎 長） 588点
※第６位 田中　克幸（チ ー ム S O S） 588点
※第７位 山崎　英男（A A A） 588点
※第８位 岡　　篤彦（サ ム ラ イ） 588点

宮倉　大輔（本 学） 587点
古武家悠斗（本 学） 580点
勝股　貴洋（本 学） 571点
田村　　亮（本 学） 571点
今泉　　太（本 学） 568点
萩原　　光（本 学） 568点
奥田　裕樹（本 学） 547点

※ 尚、２位と３位、４位から８位はセンター数によ
り決定いたしました。

10ｍＳ60Ｍ
第１位 坂田　敬聖（あ じ た ま） 590点

※第２位 津場　恭平（ホ ー ネ ッ ト） 589点
※第３位 土屋　陽平（岐 阜 R A C） 589点
※第４位 鈴木　純一（流 星） 586点
※第５位 篠原　章宏（神 奈 川 S C） 586点
※第６位 三島　裕介（チームほにゃらら） 586点
※第７位 川原　智志（次 郎 長） 584点
※第８位 小林　郁弥（本 学） 584点

今泉　　太（本 学） 582点
吉川　和宏（本 学） 577点
勝股　貴洋（本 学） 576点
宮倉　大輔（本 学） 576点
清川　佑介（本 学） 565点

小島　卓人（本 学） 564点
田村　　亮（本 学） 563点
塩入　龍哉（本 学） 554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。

10ｍＳ40W
※第１位 辻　友香里（サ ム ラ イ） 389点
※第２位 塚田　新菜（チームほにゃらら） 389点

第３位 金尾　咲枝（岐 阜 R A C） 388点
※第４位 前田　絵美（チームFUJIHIRA） 387点
※第５位 澁井　菜月（本 学） 387点
※第６位 前田　絵美（チームFUJIHIRA） 387点
※第７位 川井菜穂子（チ ー ム 佐 西） 386点
※第８位 新里葉津紀（よかとこ九州隊） 386点

安田　　菫（本 学） 382点
高橋　　茜（本 学） 377点
山中　美希（本 学） 372点

※ 尚、１位と２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。

第27回ユニバーシアード競技大会
　７月12日～７月17日　於Sviyaga Shooting Range
種目

10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60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 LIU Zhiguo（CHN） 207.5点
第２位 LUGINETS Nazar（RUS） 206.2点
第３位 KRUGLOV Sergel（RUS） 185.4点
第４位 CAO Ylfel（CHN） 165.2点
第５位 LIU Lilong（CHN） 143.5点
第６位 GIRULIS Karolis（LTU） 121.5点
第７位 KAMENSIKIY Sargey（RUS） 99.8点
第８位 BAMSEY Michael Sean（GBR） 80.0点

船　　雅斗（本 学） 610.0点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 MA Hong（CHN） 458.9点
第２位 KWON Nara（KOR） 453.9点
第３位 LI Peijing（CHN） 440.6点
第４位 CHULUUNBAD RAKH Narantuya（MGL） 428.0点
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第５位 VRANKOVA Monika（CZE） 417.8点
第６位 SHEGIREVICH Clessya（KAZ） 407.1点
第７位 VDOVINA Daria（RUS） 398.1点
第８位 SER Jasmine（SIN） 397.7点

湯浅　菜月（本 学） 567点

50ｍＰ60Ｍ
※第１位 TOISHI Mai（JPN） 593点
※第２位 CHOTPHIB UKSIN Thanya l ak（THA） 593点
※第３位 HYBLEROVA Jana（SVK） 592点
※第４位 STRAUB I sabel la（GER） 592点
※第５位 KHOROSHEVE Polina（RUS） 592点
※第６位 SHARIPOVA Dariya（UKR） 592点

第７位 SHEGIREVICH Olessya（KAZ） 591点
第８位 BORYSOVA Iengeni ia（UKR） 589点

湯浅　菜月（本 学） 576点
※ 尚、１位と２位、３位から６位はセンター数によ

り決定いたしました。

10ｍＳ40W
第１位 REDIGER Maren（GER） 206.4点
第２位 YU Dan（CHN） 205.1点
第３位 GANKHUYAG Nandinzaya（MGL） 183.9点
第４位 KHOROSHEVE Polina（RUS） 162.7点
第５位 VDOVINA Daria（RUS） 142.5点
第６位 LI Peijing（CHN） 122.1点
第７位 KIM Soo Kyung（KOR） 100.7点
第８位 VERDON Aurore（SUI） 78.2点

湯浅　菜月（本 学） 311.2点

平成25年度JOCジュニアオリンピックカップ
兼第24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８日　於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 長谷川智彦（南 砺 福 光） 206.0点
第２位 小林　郁弥（本 学） 202.1点
第３位 池野　　仁（長 崎 東） 180.3点
第４位 青山　敬志（大 多 喜 ガ ス） 158.7点
第５位 塩入　龍哉（本 学） 139.9点
第６位 嘉山　　豪（明 治） 119.1点
第７位 今泉　　太（本 学） 99.3点
第８位 宮倉　大輔（本 学） 79.4点

勝股　貴洋（本 学） 579点

田村　　亮（本 学） 577点
清川　佑介（本 学） 570点
小島　卓人（本 学） 570点

10ｍＳ40ＪＷ
第１位 諏訪　晶子（中 央） 203.6点
第２位 山田祐美子（笛 吹） 203.2点
第３位 奈良　友貴（笛 吹） 181.9点
第４位 高野こえだ（由 布） 162.0点
第５位 千葉　朔海（栄 北） 139.6点
第６位 安谷屋友里恵（興 南） 118.8点
第７位 宮川ちさと（本 学） 97.8点
第８位 長嶋　　遥（早 稲 田） 77.1点

安田　　菫（本 学） 383点

平成25年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会
　９月12日～９月15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）

男子団体結果
第１位 明 治 6861点
第２位 本 学 6814点
第３位 東 洋 6720点

女子団体結果
第１位 本 学 2835点
第２位 明 治 2827点
第３位 早 稲 田 2804点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 明 治 3391点
第２位 本 学 3350点
第３位 中 央 3297点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 明 治 1674点
第２位 本 学 1671点
第３位 早 稲 田 1658点
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50ｍＰ60Ｍ
第１位 明 治 1743点
第２位 本 学 1725点
第３位 慶 應 1718点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本 学 1739点
第２位 東 洋 1731点
第３位 明 治 1727点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 本 学 1164点
第２位 法 政 1159点
第３位 明 治 1153点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 正満　孝太（明 治） 440.6点
第２位 小林　直史（本 学） 435.3点
第３位 津場　恭平（明 治） 420.6点
第４位 嘉山　　豪（明 治） 409.1点
第５位 大道　　忍（本 学） 396.4点
第６位 塚本健太郎（法 政） 384.0点
第７位 古武家悠斗（本 学） 373.5点
第８位 中野　光喜（法 政） 371.9点

鶴見　勇太（本 学） 1110点
田村　　亮（本 学） 1109点
川田　諒太（本 学） 1108点
捧　　徳之（本 学） 1105点
勝股　貴洋（本 学） 1105点
宮倉　大輔（本 学） 1103点
船　　雅斗（本 学） 1102点
今泉　　太（本 学） 1080点
奥田　裕樹（本 学） 1073点
萩原　　光（本 学） 1008点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 澁井　菜月（本 学） 445.1点
第２位 湯浅　菜月（本 学） 442.8点
第３位 進藤　美樹（中 央） 426.2点
第４位 樋口　咲希（明 治） 416.9点
第５位 安達　瑛香（早 稲 田） 406.7点
第６位 小泉　茉優（中 央） 393.5点
第７位 井浦　　望（明 治） 378.5点
第８位 蛯原　綾乃（早 稲 田） 365.0点

早川　知希（本 学） 551点
高橋　　茜（本 学） 551点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 正満　孝太（明 治） 208.0点

第２位 内田　　翔（慶 應） 204.2点
第３位 川田　諒太（本 学） 180.6点
第４位 津場　恭平（明 治） 158.6点
第５位 嘉山　　豪（明 治） 137.6点
第６位 大関　亮平（東 洋） 117.2点
第７位 船　　雅斗（本 学） 97.7点
第８位 阿部　　智（中 央） 75.9点

宮倉　大輔（本 学） 577点
鶴見　勇太（本 学） 576点
小林　直史（本 学） 575点
勝股　貴洋（本 学） 574点
古武家悠斗（本 学） 573点
捧　　徳之（本 学） 573点
大道　　忍（本 学） 571点
萩原　　光（本 学） 566点
田村　　亮（本 学） 565点
奥田　裕樹（本 学） 559点
今泉　　太（本 学） 559点
吉川　和宏（本 学） 539点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 井浦　　望（明 治） 583点
第２位 村上　智美（立 教） 581点
第３位 牟田　沙那（法 政） 579点
第４位 高橋　　茜（本 学） 577点

※第５位 湯浅　菜月（本 学） 575点
※第６位 小泉　茉優（中 央） 575点
※第７位 塚田　恵美（早 稲 田） 574点
※第８位 山田　穂波（明 治） 574点

澁井　菜月（本 学） 569点
早川　知希（本 学） 564点
山中　美希（本 学） 551点

※ 尚、５位と６位、７位と８位の順位はセンター数
により決定いたしました。

10ｍＳ60Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 201.7点
第２位 勝股　貴洋（本 学） 201.0点
第３位 船　　雅斗（本 学） 179.3点
第４位 津場　恭平（明 治） 156.7点
第５位 森元　凱暉（中 央） 137.8点
第６位 塩入　龍哉（本 学） 115.7点
第７位 吉川　和宏（本 学） 94.2点
第８位 坂田　敬聖（東 洋） 74.9点

小林　直史（本 学） 578点
宮倉　大輔（本 学） 577点
奥田　裕樹（本 学） 575点
小島　卓人（本 学） 575点
川田　諒太（本 学） 572点
大道　　忍（本 学） 572点
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今泉　　太（本 学） 572点
田村　　亮（本 学） 571点
鶴見　勇太（本 学） 569点
捧　　徳之（本 学） 567点
清川　佑介（本 学） 566点
古武家悠斗（本 学） 564点
萩原　　光（本 学） 560点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 湯浅　菜月（本 学） 201.0点
第２位 澁井　菜月（本 学） 200.7点
第３位 新里葉津紀（中 央） 177.4点
第４位 松浦　未和（本 学） 158.9点
第５位 安達　瑛香（早 稲 田） 137.9点
第６位 早川　知希（本 学） 117.9点
第７位 時田亜也加（明 治） 97.2点
第８位 小沢　　楓（法 政） 71.6点

高橋　　茜（本 学） 386点
宮川ちさと（本 学） 385点
安田　　菫（本 学） 381点
山中　美希（本 学） 380点

第68回国民体育大会ライフル射撃競技会
　10月４日～10月７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）
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）
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 小笠　太志（埼 玉） 446.5点
第２位 橋爪　一馬（岐 阜） 442.3点
第３位 正満　孝太（山 梨） 431.2点
第４位 高橋　　誠（千 葉） 420.9点
第５位 三島　裕介（東 京） 408.4点
第６位 小林　直史（本 学） 399.1点
第７位 持永　洋壮（佐 賀） 384.7点

第８位 勝岡　弘幸（静 岡） 378.0点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 綾戸　真美（滋 賀） 447.3点
第２位 中村　結花（福 岡） 446.5点
第３位 松本　靖世（宮 崎） 434.2点
第４位 高橋由希絵（神 奈 川） 422.4点
第５位 砥石　真衣（長 野） 410.3点
第６位 早川　知希（本 学） 397.7点
第７位 石川　令奈（兵 庫） 387.8点
第８位 菊地　麻未（徳 島） 384.0点

澁井　菜月（本 学） 563.0点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 砥石　真衣（長 野） 591点
第２位 新宮　由貴（山 形） 589点

※第３位 松本　靖世（宮 崎） 587点
※第４位 山田　優子（茨 城） 587点

第５位 松島　　愛（東 京） 585点
第６位 中村　結花（福 岡） 583点
第７位 佐々木亜子（大 阪） 581点
第８位 高橋由希絵（神 奈 川） 580点

澁井　菜月（本 学） 573点
早川　知希（本 学） 569点

※ 尚、３位と４位の順位はセンター数により決定い
たしました。

10ｍＳ60Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 206.8点
第２位 中尾　圭吾（岐 阜） 197.6点
第３位 船　　雅斗（本 学） 178.2点
第４位 青山　敬志（千 葉） 157.7点
第５位 松井　啓博（高 知） 137.4点
第６位 吉川　和宏（本 学） 116.8点
第７位 津場　恭平（東 京） 95.7点
第８位 古田　信嗣（宮 城） 74.8点

今泉　　太（本 学） 575点
鶴見　勇太（本 学） 561点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 安西　美帆（滋 賀） 204.4点
第２位 生駒　早織（東 京） 204.3点
第３位 川瀬　美帆（香 川） 179.8点
第４位 宮川ちさと（本 学） 160.8点
第５位 松本　知子（徳 島） 138.4点
第６位 松巾　亜由（岐 阜） 118.4点
第７位 新里葉津紀（沖 縄） 96.2点
第８位 久保　結子（富 山） 78.6点

高橋　　茜（本 学） 386点
松浦　未和（本 学） 386点
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10ｍＰ60Ｍ
第１位 冨本　佳照（大 阪） 628.5点
第２位 望月　貴裕（三 重） 628.0点
第３位 山本　将之（奈 良） 627.4点
第４位 中尾　圭吾（岐 阜） 626.5点
第５位 林　　克也（広 島） 626.1点
第６位 中村　公俊（宮 崎） 625.5点
第７位 近藤　桂司（大 分） 625.4点
第８位 船　　雅斗（本 学） 625.1点

小林　郁弥（本 学） 623.4点
吉川　和宏（本 学） 622.5点
今泉　　太（本 学） 619.6点
鶴見　勇太（本 学） 618.9点

10ｍＰ40Ｗ
第１位 生駒　早織（東 京） 421.1点
第２位 蛭原　綾乃（茨 城） 420.6点
第３位 松巾　亜由（岐 阜） 416.8点
第４位 井浦　　望（福 岡） 416.4点
第５位 前田　絵美（千 葉） 416.2点
第６位 安西　美帆（滋 賀） 415.8点
第７位 冬木　翔子（福 井） 415.4点
第８位 久保　結子（富 山） 414.1点

高橋　　茜（本 学） 412.5点
宮川ちさと（本 学） 409.1点
松浦　未和（本 学） 399.4点

東アジア競技大会
　10月６日～10月15日　於天津北方国際射撃場
種目

10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
10ｍＳ40Ｗ

第１位 DU　Bei （CHN） 207.0点
第２位 Chang　Jing（CHN） 206.1点
第３位 MA　Hong（CHN） 185.3点
第４位 YOON　Danbi（KOR） 464.7点
第５位 湯浅　菜月（本 学） 142.6点
第６位 KIM　Eunhey（KOR） 121.0点
第７位 CHEN　Szu Wei（TPE） 101.7点
第８位 岩田　聖子（JPN） 79.9点

全日本学生ライフル射撃選手権大会
　10月17日～10月20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）
50ｍＰ60Ｍ

（50メートル伏射60発男子競技）
10ｍＳ60Ｍ
（10メートル立射60発男子競技）

男女総合団体結果
第１位 本 学 （33pt）
第２位 明 治 （31pt）
第３位 東 洋 （27pt）

総合団体結果
第１位 明 治 6892点（23pt）
第２位 本 学 6827点（20pt）
第３位 立 命 館 6756点（17pt）

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 明 治 3408点（8pt）
第２位 本 学 3354点（7pt）
第３位 東 洋 3320点（6pt）

50ｍＰ60Ｍ
第１位 明 治 1748点（8pt）
第２位 慶 應 1730点（7pt）
第３位 立 命 館 1723点（6pt）

本 学 1721点（5pt）

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本 学 1752点（8pt）
第２位 明 治 1736点（7pt）
第３位 立 命 館 1735点（6pt）

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 津場　恭平（明 治） 440.4点
第２位 小林　直史（本 学） 438.5点
第３位 正満　孝太（明 治） 429.2点
第４位 嘉山　　豪（明 治） 413.5点
第５位 草場　卓馬（中 央） 401.9点
第６位 山森　信人（立 命 館） 392.9点
第７位 高木　章雄（関 西） 378.1点
第８位 榎本　昌保（関 西） 377.1点

大道　　忍（本 学） 1114点
勝股　貴洋（本 学） 1113点
船　　雅斗（本 学） 1111点
古武家悠斗（本 学） 1111点
宮倉　大輔（本 学） 1103点
川田　諒太（本 学） 1103点
鶴見　勇太（本 学） 1093点
捧　　徳之（本 学） 1088点
今泉　　太（本 学） 1079点
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50ｍＰ60Ｍ
第１位 正満　孝太（明 治） 204.8点
第２位 内田　　翔（慶 應） 204.7点
第３位 高木　章雄（関 西） 183.4点
第４位 嘉山　　豪（明 治） 162.8点
第５位 宮倉　大輔（本 学） 139.0点
第６位 眞野　　掌（東 洋） 118.2点
第７位 川田　諒太（本 学） 97.6点
第８位 斎田　太輝（慶 應） 74.6点

小林　直史（本 学） 577点
捧　　徳之（本 学） 576点
鶴見　勇太（本 学） 572点
古武家悠斗（本 学） 567点
大道　　忍（本 学） 564点
勝股　貴洋（本 学） 564点
萩原　　光（本 学） 563点
船　　雅斗（本 学） 560点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 204.1点
第２位 塩入　龍哉（本 学） 203.0点
第３位 榎本　昌保（関 西） 182.3点
第４位 鶴見　勇太（本 学） 160.3点
第５位 船　　雅斗（本 学） 138.6点
第６位 中田有士郎（明 治） 119.0点
第７位 小林　直史（本 学） 96.8点
第８位 近藤　桂司（日 本 文 理） 75.4点

宮倉　大輔（本 学） 581点
勝股　貴洋（本 学） 581点
田村　　亮（本 学） 580点
大道　　忍（本 学） 579点
川田　諒太（本 学） 578点
萩原　　光（本 学） 575点
今泉　　太（本 学） 574点
清川　佑介（本 学） 573点
小島　卓也（本 学） 568点
捧　　徳之（本 学） 565点
吉川　和宏（本 学） 563点
古武家悠斗（本 学） 562点
奥田　裕樹（本 学） 556点

全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
　10月17日～10月20日　於大阪府能勢町射撃場
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 本 学 2853点（13pt）
※第２位 同 志 社 2853点（13pt）

第３位 中 央 2839点（12pt）
※ 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
50ｍ３×20Ｗ

第１位 本 学 1692点（8pt）
第２位 同 志 社 1691点（7pt）
第３位 立 命 館 1676点（6pt）

10ｍＳ40Ｗ
第１位 立 命 館 1168点（8pt）
第２位 同 志 社 1162点（6pt）
第３位 本 学 1161点（5pt）

試合結果
50ｍ３×20Ｗ

第１位 湯浅　菜月（本 学） 448.2点
第２位 綾戸　真美（同 志 社） 446.0点
第３位 田中　美穂（関 西） 429.4点
第４位 小泉　茉優（中 央） 418.8点
第５位 森　　瑞希（同 志 社） 404.3点
第６位 澁井　菜月（本 学） 394.7点
第７位 冬木　翔子（立 命 館） 375.5点
第８位 長島　　遥（早 稲 田） 375.5点

高橋　　茜（本 学） 558点
早川　知希（本 学） 553点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 綾戸　真美（同 志 社） 583点

※第２位 藤本　花音（京 都） 581点
※第３位 高橋　　茜（本 学） 581点

第４位 高橋　沙織（本 学） 579点
※第５位 澁井　菜月（本 学） 575点
※第６位 黄瀬　優稀（関 西） 575点

第７位 牟田　沙那（法 政） 574点
第８位 安井美紗貴（同 志 社） 573点

湯浅　菜月（本 学） 557点
※ 尚、２位と３位、５位と６位はセンター数により

決定いたしました。

10ｍＳ40Ｗ
※第１位 新里葉津紀（中 央） 593.3点
※第２位 松巾　亜由（立 命 館） 593.3点

第３位 村上　典子（関 西） 572.7点
第４位 時田亜也加（明 治） 552.1点
第５位 湯浅　菜月（本 学） 530.8点
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第６位 土田三友紀（関 西） 511.2点
第７位 綾戸　真美（同 志 社） 494.7点
第８位 宮川ちさと（本 学） 470.6点

高橋　　茜（本 学） 387点
澁井　菜月（本 学） 387点
安田　　菫（本 学） 383点
松浦　未和（本 学） 383点
山中　美希（本 学） 380点
早川　知希（本 学） 380点

※尚、１位と２位は競射により決定いたしました。

平成25年度関東学生ライフル射撃新人戦大会
　11月７日～11月10日　於朝霞ライフル射撃場
種目

50ｍ３×20ＭＷ
（50メートル３姿勢20発新人競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
10ｍＳ40
（10メートル立射40発新人競技）

各種目別団体結果
10ｍＳ40

第１位 中 央 1154点
第２位 法 政 1144点
第３位 明 治 1142点

本 学 1139点
試合結果

50ｍ３×20
第１位 草場　卓馬（中 央） 559点
第２位 嘉山　　豪（明 治） 558点
第３位 蛯原　綾乃（早 稲 田） 557点
第４位 松浦　未和（本 学） 555点
第５位 岡部　泰祐（慶 應） 554点
第６位 安達　瑛香（早 稲 田） 553点
第７位 大関　亮平（東 洋） 552点
第８位 今泉　　太（本 学） 551点

吉川　和宏（本 学） 532点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 内田　　翔（慶 應） 585点
第２位 斉田　太輝（慶 應） 575点

※第３位 大道　　忍（本 学） 572点
※第４位 片山　智愛（東 洋） 572点
※第５位 木村　介度（早 稲 田） 572点

第６位 今泉　　太（本 学） 571点
※第７位 眞野　　掌（東 洋） 568点
※第８位 阿部　　智（中 央） 568点

吉川　和宏（本 学） 548点

※ 尚、３位と４位と５位、７位と８位はセンター数
により決定いたしました。

10ｍＳ40
第１位 森元　凱暉（中 央） 390点
第２位 塩入　龍哉（本 学） 388点
第３位 山本　修生（法 政） 385点

※第４位 玉城　弘也（明 治） 383点
※第５位 新里葉津紀（中 央） 383点

第６位 土屋　陽平（東 洋） 382点
※第７位 鈴木　純一（中 央） 381点
※第８位 柴崎洋一郎（法 政） 381点

清川　佑介（本 学） 380点
吉川　和宏（本 学） 377点
今泉　　太（本 学） 375点
安田　　菫（本 学） 370点

※ 尚、４位と５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25年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
　11月８日～11月10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）
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 正満　孝太（山 梨） 448.8点
※第２位 篠原　章宏（和 歌 山） 448.8点

第３位 礒部　直樹（大 分） 1250.4点
第４位 小笠　太志（自 衛 隊） 1248.6点
第５位 松本　崇志（自 衛 隊） 1241.9点
第６位 持永　洋壮（佐 賀） 1241.8点
第７位 谷島　　緑（自 衛 隊） 1237.7点
第８位 田上　大介（自 衛 隊） 1237.6点

※尚、１位と２位は競射により決定いたしました。

50ｍ３×20Ｗ
第１位 中村　結花（福 岡） 452.1点
第２位 岩田　聖子（宮 城） 446.6点
第３位 砥石　真衣（長 野） 437.2点
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第４位 古野本真希（埼 玉） 425.5点
第５位 松島　　愛（東 京） 414.3点
第６位 小泉　茉優（埼 玉） 406.2点
第７位 松本　靖世（宮 崎） 395.9点
第８位 生駒　早織（東 京） 393.4点

澁井　菜月（本 学） 543点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 谷島　　緑（自 衛 隊） 206.6点
第２位 小笠　太志（自 衛 隊） 205.6点
第３位 垣見　昌男（大 阪） 183.2点
第４位 篠原　章宏（和 歌 山） 162.3点
第５位 岩崎　　俊（長 崎） 141.4点
第６位 礒部　直樹（大 分） 121.4点
第７位 持永　洋壮（佐 賀） 100.0点
第８位 正満　孝太（山 梨） 79.9点

宮倉　大輔（本 学） 583点
小林　直史（本 学） 579点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 三島　裕介（東 京） 202.0点
第２位 礒部　直樹（大 分） 201.8点
第３位 岡田　直也（岡 山） 181.4点
第４位 塩入　龍哉（本 学） 157.9点
第５位 宮倉　大輔（本 学） 137.2点
第６位 田上　大介（自 衛 隊） 118.6点
第７位 木下　泰治（石 川） 98.0点
第８位 岩崎　貴文（滋 賀） 78.5点

小林　郁弥（本 学） 585点
田村　　亮（本 学） 582点
小林　直史（本 学） 581点
今泉　　太（本 学） 573点
吉川　和宏（本 学） 571点
清川　佑介（本 学） 567点
勝股　貴洋（本 学） 564点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 中村　結花（福 岡） 205.3点
第２位 川瀬　美帆（香 川） 203.8点
第３位 松巾　亜由（立 命 館） 182.5点
第４位 古野本真希（埼 玉） 162.2点
第５位 和田　　渚（立 命 館） 141.8点
第６位 佐々木亜子（大 阪） 121.1点
第７位 高野こえだ（大 分） 100.5点
第８位 岩田　聖子（宮 城） 77.0点

宮川ちさと（本 学） 391点
澁井　菜月（本 学） 385点
安田　　菫（本 学） 383点

平成25年度第32回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会
　11月22日～11月24日　於スポーツ・パル高根の郷
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
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（ほ に ょ ら ら） 1152点
第２位 高橋　　誠（チームFUJIHIRA） 1151点
第３位 小林　直史（本 学） 1141点
第４位 渡邉　一樹（流 星） 1140点
第５位 篠原　章宏（神 奈 川 S C） 1139点
第６位 信田　健介（B a c k F i r e） 1137点
第７位 嘉山　　豪（神 奈 川 S C） 1132点
第８位 山田幸太郎（B a c k F i r e） 1128点

大道　　忍（本 学） 1123点
古武家悠斗（本 学） 1123点
宮倉　大輔（本 学） 1117点
田村　　亮（本 学） 1117点
捧　　徳之（本 学） 1109点
川田　諒太（本 学） 1104点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 生駒　早織（フ ロ ッ グ） 574点
第２位 小泉　茉優（栄 北 三 銃 士） 571点
第３位 高橋由希絵（神 奈 川 S C） 569点
第４位 佐々木亜子（お ぉ 明 治） 567点
第５位 源　　洋子（オ ー ル 日 大） 565点

※第６位 松島　　愛（フ ロ ッ グ） 564点
※第７位 砥石　真衣（フ ロ ッ グ） 564点
※第８位 市川　早紀（神 奈 川 S C） 564点

高橋　　茜（本 学） 563点
早川　知希（本 学） 557点
松浦　未和（本 学） 554点
澁井　菜月（本 学） 542点

※ 尚、６位と７位、８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（流 星） 593点

※第２位 猪坂　朋彦（茶 爛 歩 爛） 592点
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※第３位 平澤　卓也（ほ に ゃ ら ら） 592点
第４位 正満　孝太（流 星） 590点

※第５位 小林　直史（本 学） 588点
※第６位 影山　喜文（フ ロ ッ グ） 588点
※第７位 矢橋　　晃（ジェネシスRC） 588点
※第８位 川田　諒太（本 学） 588点

宮倉　大輔（本 学） 581点
勝股　貴洋（本 学） 580点
船　　雅斗（本 学） 575点
捧　　徳之（本 学） 574点
古武家悠斗（本 学） 573点
萩原　　光（本 学） 563点

※ 尚、２位と３位、５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。

10ｍＳ60Ｍ
※第１位 三島　裕介（ほ に ゃ ら ら） 592点
※第２位 塩入　龍哉（本 学） 592点

第３位 小林　郁弥（本 学） 590点
※第４位 山崎　　純（い い ち ご） 589点
※第５位 橋爪　一馬（サ ム ラ イ） 589点
※第６位 船　　雅斗（本 学） 588点
※第７位 坂田　敬聖（あ じ た ま） 588点
※第８位 牧　　征樹（ブ ル ズ ア イ） 588点

宮倉　大輔（本 学） 588点
吉川　和宏（本 学） 587点
勝股　貴洋（本 学） 581点
田村　　亮（本 学） 579点
大道　　忍（本 学） 578点
小島　卓人（本 学） 571点
清川　佑介（本 学） 564点

※ 尚、１位と２位、４位と５位、６位から７位、８
位はセンター数により決定いたしました。

10ｍＳ40Ｗ
※第１位 新里葉津紀（よかとこ九州隊） 393点
※第２位 安斎　美帆（京都ポイント） 393点

第３位 小泉　茉優（栄 北 三 銃 士） 392点
※第４位 川井ひと美（流 星） 391点
※第５位 山田　穂波（チームFUJIHIRA） 391点
※第６位 山中　美希（本 学） 388点
※第７位 澁井　菜月（本 学） 388点
※第８位 小澤　　楓（流 星） 388点

安田　　菫（本 学） 388点
高橋　　茜（本 学） 385点
松浦　未和（本 学） 384点

※ 尚、１位と２位、４位と５位、６位から７位、８
位はセンター数により決定いたしました。

平成25年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（AR）
　３月８日～３月９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 塩入　龍哉（本 学） 204.6点
第２位 松本　崇志（自 体 校） 203.4点
第３位 小笠　太志（自 体 校） 182.5点
第４位 篠原　章宏（和 歌 山） 160.5点
第５位 三島　裕介（東 京） 140.9点
第６位 岩崎　貴文（滋 賀） 119.3点
第７位 藤平　卓也（栃 木） 97.6点
第８位 中田有士郎（明 治） 78.2点

吉川　和宏（本 学） 582点
小林　郁弥（本 学） 581点
宮倉　大輔（本 学） 578点
田村　　亮（本 学） 578点
今泉　　太（本 学） 576点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 清水　綾乃（中 央） 206.7点
第２位 古野本真希（埼 玉） 204.3点
第３位 岩田　聖子（宮 城） 183.7点
第４位 森　　瑞希（同 志 社） 161.7点
第５位 小泉　茉優（埼 玉） 141.2点
第６位 松巾　亜由（立 命 館） 119.9点
第７位 鵜飼　風音（滋 賀） 95.6点
第８位 粒崎　　玲（関 西） 77.3点

湯浅　菜月（本 学） 390点
宮川ちさと（本 学） 387点
安田　　菫（本 学） 385点
松浦　未和（本 学） 385点
山中　美希（本 学） 384点
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