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学生寮・練習場
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　　　　日本大学笹目学生寮

部　長　渋　谷　鑛 副部長　髙　橋　浩 監　督　齊　藤　政　之

主 将
総 務

宮 倉 大 輔
勝 股 貴 洋

コーチ　源　洋　子
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宮倉　大輔（法４）
勝股　貴洋（法４）
松浦　未和（法４）
田村　　亮（法４）
奥田　裕樹（経４）
山中　美希（経４）
大道　　忍（経４）
小島　卓人（理４）

小林　郁弥（法３）
清川　佑介（法３）
今泉　　太（経３）
塩入　龍哉（経３）
吉川　和宏（経３）
安田　　菫（商３）

井黒　友斗（法２）
淵田　　衣（法２）
多田　愛美（経２）
早野　恵太（経２）

小林　由斉（法１）
里川日向子（法１）
中村　優汰（法１）
早川　実沙（法１）
福冨　賢太（法１）
大和田美琴（経１）
野口　優太（経１）

⑮射撃
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平成26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 松本　崇志（自 体 校） 206.0点
第２位 山下　敏和（自 体 校） 205.1点
第３位 長部谷　響（奈 良） 181.7点
第４位 長谷川智彦（富 山） 160.3点
第５位 岩崎　貴文（滋 賀） 140.8点
第６位 岡田　直也（岡 山） 119.4点
第７位 篠原　章宏（和 歌 山） 98.7点
第８位 小林　郁弥（栃 木） 78.4点

宮倉　大輔（本 学） 615.5点
吉川　和宏（本 学） 612.6点
清川　佑介（本 学） 609.4点
井黒　友斗（本 学） 607.1点
勝股　貴洋（本 学） 600.5点
今泉　　太（本 学） 599.2点
田村　　亮（本 学） 595.5点
塩入　龍哉（本 学） 0.0点
大道　　忍（本 学） 0.0点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 千葉　朔海（埼 玉） 207.3点
第２位 岩田　聖子（宮 城） 205.7点
第３位 綾戸　真美（滋 賀） 184.2点
第４位 早川　実沙（宮 城） 162.6点
第５位 阪口　真唯（奈 良） 139.8点
第６位 安齊　美帆（京 都） 118.7点
第７位 鵜飼　風音（滋 賀） 97.9点
第８位 土田三友紀（関 西） 78.3点

安田　　菫（本 学） 406.8点
松浦　未和（本 学） 398.1点
山中　美希（本 学） 395.9点

平成27年度全日本選抜ライフル射撃競技大会
　４月25日～４月26日　於スポーツ・パル高根の郷
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）

試合結果
50ｍ３×40M

第１位 山下　敏和（自 衛 隊） 454.7点
第２位 松本　崇志（自 衛 隊） 452.3点
第３位 谷島　　緑（自 衛 隊） 441.2点
第４位 小笠　太志（自 衛 隊） 429.4点
第５位 橋爪　一馬（岐 阜） 418.5点
第６位 長田　好生（富 創） 403.6点
第７位 持永　洋壮（佐 賀） 392.7点
第８位 津場　恭平（東 京） 389.8点

吉川　和宏（本 学） 1137.0点

ワールドカップミュンヘン大会
　５月26日～６月２日　於ドイツ射撃場
種目

10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
10ｍＳ40Ｗ

第１位 YI Siling（CHN） 209.8点
第２位 GUSTIN Valentina（CRO） 207.3点
第３位 CHEN Dongqi（CHN） 184.3点
第４位 ZHANG Binbin（CHN） 164.8点
第５位 HOFMANN Olivia（AUT） 143.7点
第６位 KREUTZER Nina Laura（GER） 121.3点
第７位 DUDOVA Lucie（CZE） 101.1点
第８位 AHMADI Elaheh（IRI） 80.9点

早川　実沙（本 学） 414.4点

平成27年度関東学生ライフル射撃選手権春季大会
　５月28日～５月31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）

成　績
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男子団体結果
第１位 本　　　学 7055.0点
第２位 明　　　治 7009.4点
第３位 法　　　政 6923.8点

女子団体結果
第１位 法　　　政 2896.8点
第２位 本　　　学 2886.2点
第３位 明　　　治 2885点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 本　　　学 3391点
第２位 明　　　治 3358点
第３位 東　　　洋 3325点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 本　　　学 1678点
第２位 法　　　政 1677点
第３位 早　稲　田 1663点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 明　　　治 1827点
第２位 本　　　学 1824.7点
第３位 法　　　政 1799.6点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1839.3点
第２位 明　　　治 1824.4点
第３位 中　　　央 1820.9点

10ｍＳ40Ｍ
第１位 中　　　央 1222.4点
第２位 明　　　治 1222.0点
第３位 早　稲　田 1220.3点

本　　　学 1208.2点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 渡辺　琢馬（慶 應） 434.3点
第２位 嘉山　　豪（明 治） 434.2点
第３位 田村　　亮（本 学） 422.5点
第４位 吉川　和宏（本 学） 413.1点
第５位 小林　郁弥（本 学） 402.9点
第６位 宮倉　大輔（本 学） 393.3点
第７位 山本　修生（法 政） 384.1点
第８位 二木　俊輔（東 洋） 372.5点

勝股　貴洋（本 学） 1125点
清川　佑介（本 学） 1117点
奥田　裕樹（本 学） 1107点

今泉　　太（本 学） 1099点
大道　　忍（本 学） 1085点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 諏訪　晶子（中 央） 439.5点
第２位 新里葉津紀（中 央） 439.0点
第３位 小澤　　楓（法 政） 413.5点
第４位 長島　　遥（早 稲 田） 401.9点
第５位 石山　　南（法 政） 390.9点
第６位 塚田　恵美（早 稲 田） 378.4点
第７位 時田亜也加（明 治） 369.7点
第８位 安田　　菫（本 学） 362.6点

松浦　未和（本 学） 559点
山中　美希（本 学） 553点
多田　愛美（本 学） 543点
淵田　　衣（本 学） 535点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 渡辺　琢馬（慶 應） 204.8点
第２位 玉城　弘也（明 治） 203.8点
第３位 鈴木　純一（中 央） 181.0点
第４位 吉川　和宏（本 学） 160.0点
第５位 清川　佑介（本 学） 139.3点
第６位 白幡　尚生（慶 應） 120.0点
第７位 山本　修生（法 政） 98.2点
第８位 嘉山　　豪（明 治） 75.8点

田村　　亮（本 学） 604.5点
今泉　　太（本 学） 603.8点
勝股　貴洋（本 学） 601.4点
宮倉　大輔（本 学） 601.3点
大道　　忍（本 学） 600.4点
小林　郁弥（本 学） 600.1点
奥田　裕樹（本 学） 591.4点
早野　恵太（本 学） 572.0点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 長島　　遥（早 稲 田） 611.0点
第２位 小畑　まゆ（明 治） 609.4点
第３位 三島　結依（東 洋） 607.5点
第４位 小澤　　楓（法 政） 604.5点
第５位 鬼頭めぐみ（立 教） 604.0点
第６位 諏訪　晶子（中 央） 603.5点
第７位 時田亜也加（明 治） 596.4点
第８位 石山　　南（法 政） 596.1点

安田　　菫（本 学） 595.5点
松浦　未和（本 学） 588.6点
山中　美希（本 学） 586.1点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 塩入　龍哉（本 学） 207.5点
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第２位 小林　由斉（本 学） 200.6点
第３位 宮倉　大輔（本 学） 179.3点
第４位 小林　郁弥（本 学） 158.7点
第５位 井黒　友斗（本 学） 138.8点
第６位 石田　裕一（明 治） 117.5点
第７位 中村　優汰（本 学） 97.0点
第８位 野口　優太（本 学） 76.0点

早野　恵太（本 学） 609.0点
今泉　　太（本 学） 607.4点
勝股　貴洋（本 学） 606.4点
小島　卓人（本 学） 605.8点
吉川　和宏（本 学） 605.2点
清川　佑介（本 学） 605.1点
福冨　賢太（本 学） 601.0点
田村　　亮（本 学） 595.3点
大道　　忍（本 学） 591.5点
奥田　裕樹（本 学） 588.2点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 新里葉津紀（中 央） 201.5点
第２位 牟田　沙那（法 政） 201.1点
第３位 小澤　　楓（法 政） 181.5点
第４位 多田　愛美（本 学） 159.0点
第５位 高野こえだ（中 央） 138.8点
第６位 長島　　遥（早 稲 田） 115.4点
第７位 奈良　友貴（山 梨 学 院） 90.2点
第８位 小畑　まゆ（明 治） 77.4点

松浦　未和（本 学） 407.8点
大和田美琴（本 学） 407.7点
安田　　菫（本 学） 402.7点
淵田　　衣（本 学） 402.1点
山中　美希（本 学） 395.2点
里川日向子（本 学） 390.5点

平成27年度東日本学生ライフル射撃選手権大会
　６月20日～６月21日　於札幌市宮の沢屋内競技場
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 本　　　学 1825.4点

第２位 明　　　治 1817.2点
第３位 東　　　洋 1810.7点

50ｍ３×20Ｍ
第１位 明　　　治 1673点
第２位 中　　　央 1639点
第３位 東　　　洋 1634点

本　　　学 1620点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 法　　　政 1676点
第２位 本　　　学 1666点
第３位 明　　　治 1650点

50ｍＰ60ＭＷ
第１位 明　　　治 1726点
第２位 中　　　央 1725点
第３位 法　　　政 1716点

本　　　学 1705点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1825.4点
第２位 明　　　治 1817.2点
第３位 東　　　洋 1810.7点

10ｍＳ40Ｍ
第１位 法　　　政 1216.8点
第２位 本　　　学 1215.3点
第３位 中　　　央 1212.6点

試合結果
50ｍ３×20Ｍ

第１位 嘉山　　豪（明 治） 577点
第２位 山本　修生（法 政） 561点
第３位 鈴木　純一（中 央） 557点
第４位 玉城　弘也（明 治） 554点
第５位 田村　　亮（本 学） 553点
第６位 二木　俊輔（東 洋） 552点
第７位 今泉　　太（本 学） 552点
第８位 金子　将之（早 稲 田） 548点

清川　佑介（本 学） 542点
奥田　裕樹（本 学） 538点
勝股　貴洋（本 学） 525点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 新里葉津紀（中 央） 571点
第２位 小澤　　楓（法 政） 565点
第３位 塚田　恵美（早 稲 田） 565点
第４位 松浦　未和（本 学） 558点
第５位 小畑　まゆ（明 治） 557点
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第６位 牟田　沙那（法 政） 556点
第７位 安田　　菫（本 学） 555点
第８位 石山　　南（法 政） 555点

山中　美希（本 学） 553点
多田　愛美（本 学） 546点

50ｍＰ60ＭＷ
第１位 嘉山　　豪（明 治） 586点
第２位 玉城　弘也（明 治） 580点
第３位 諏訪　晶子（中 央） 578点
第４位 多田　愛美（本 学） 575点
第５位 塚田　恵美（早 稲 田） 575点
第６位 吉村慎太朗（慶 應） 575点
第７位 山本　修生（法 政） 574点
第８位 山田　智之（法 政） 574点

田村　　亮（本 学） 574点
今泉　　太（本 学） 573点
安田　　菫（本 学） 570点
勝股　貴洋（本 学） 568点
松浦　未和（本 学） 568点
奥田　裕樹（本 学） 561点
清川　佑介（本 学） 558点
山中　美希（本 学） 551点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 柴崎洋一郎（法 政） 613.5点
第２位 井黒　友斗（本 学） 611.7点
第３位 白鳥　聖也（中 央） 611.0点
第４位 早野　恵太（本 学） 608.4点
第５位 竹澤　　隼（明 治） 608.1点
第６位 嘉山　　豪（明 治） 608.0点
第７位 宮本　龍宗（東 洋） 607.2点
第８位 菅井　拓人（東 北） 605.5点

勝股　貴洋（本 学） 605.3点
清川　佑介（本 学） 589.9点
田村　　亮（本 学） 592.2点
今泉　　太（本 学） 589.6点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 小畑　まゆ（明 治） 411.8点
第２位 一ノ渡　桜（法 政） 410.6点
第３位 早川　実沙（本 学） 408.9点
第４位 高野こえだ（中 央） 408.3点
第５位 小澤　　楓（法 政） 407.1点
第６位 里川日向子（本 学） 407.0点
第７位 塚田　恵美（早 稲 田） 406.0点
第８位 平　　朱里（東 北） 404.0点

松浦　未和（本 学） 403.6点
安田　　菫（本 学） 399.7点
多田　愛美（本 学） 399.4点

山中　美希（本 学） 395.8点

平成27年度第45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）

総合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 片山　敏朗（京 都） 1145点
第２位 岩崎　貴文（滋 賀） 1139点
第３位 持永　洋壮（宮 崎） 1138点
第４位 岡　　篤彦（滋 賀） 1132点
第５位 吉川　和宏（本 学） 1132点
第６位 園部　和貴（兵 庫） 1129点
第７位 玉城　弘也（沖 縄） 1128点
第８位 篠原　章宏（和 歌 山） 1127点

清川　佑介（本 学） 1117点
奥田　裕樹（本 学） 1099点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 岡田　直也（岡 本） 627.8点
第２位 篠原　章宏（和 歌 山） 620.7点
第３位 岩崎　貴文（滋 賀） 619.1点
第４位 牧　　征樹（滋 賀） 616.1点
第５位 盛田　泰成（同 志 社） 614.8点
第６位 中嶋　啓太（滋 賀） 613.2点
第７位 渡名喜尚斗（沖 縄） 613.0点
第８位 杉村　和翔（福 井） 612.5点

福冨　賢太（本 学） 592.2点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 奥村　美夏（関 西） 412.4点
第２位 鵜飼　風音（滋 賀） 411.0点
第３位 松本　靖世（熊 本） 408.2点
第４位 多田　愛美（本 学） 407.7点
第５位 安西　美帆（滋 賀） 407.5点
第６位 松本　知子（徳 島） 407.4点
第７位 光畑　綾香（岡 山） 406.1点
第８位 粒崎　　玲（熊 本） 406.1点

平成27年度第45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　於伊勢原ライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
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（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）
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） 1178点
第２位 松本　崇志（埼 玉） 1169点
第３位 三島　裕介（東 京） 1164点
第４位 嘉山　　豪（神 奈 川） 1151点
第５位 小笠　太志（埼 玉） 1150点
第６位 谷島　　緑（埼 玉） 1148点
第７位 木下　泰治（石 川） 1144点
第８位 長田　好生（山 梨） 1139点

宮倉　大輔（本 学） 1131点
今泉　　太（本 学） 1120点
勝股　貴洋（本 学） 1113点
大道　　忍（本 学） 1096点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 松本　崇志（埼 玉） 625.8点
第２位 山下　敏和（埼 玉） 618.3点
第３位 嘉山　　豪（神 奈 川） 617.3点
第４位 小林　郁弥（本 学） 616.7点
第５位 田中　貴久（東 京） 616.1点
第６位 長田　好生（山 梨） 614.3点
第７位 宮倉　大輔（本 学） 613.5点
第８位 竹澤　　隼（茨 城） 612.7点

勝股　貴洋（本 学） 610.1点
野口　優太（本 学） 608.3点
早野　恵太（本 学） 601.5点
中村　優汰（本 学） 600.7点
大道　　忍（本 学） 596.5点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 古野本真希（埼 玉） 418.0点
第２位 岩田　聖子（宮 城） 413.9点
第３位 清水　綾乃（埼 玉） 413.8点
第４位 一ノ渡　桜（神 奈 川） 412.7点
第５位 高橋由希絵（神 奈 川） 410.3点
第６位 生駒　早織（東 京） 410.1点
第７位 松本　　郁（神 奈 川） 408.9点
第８位 杉崎　礼子（静 岡） 407.8点

大和田美琴（本 学） 406.1点

50ｍ３×20
第１位 清水　綾乃（埼 玉） 584点
第２位 古野本真希（埼 玉） 580点
第３位 岩田　聖子（宮 城） 577点
第４位 赤坂　美樹（千 葉） 572点
第５位 小沢　　楓（山 梨） 568点
第６位 菊池奈緒美（栃 木） 563点
第７位 津久浦弘子（東 京） 563点
第８位 牟田　沙那（神 奈 川） 562点

安田　　菫（本 学） 559点
淵田　　衣（本 学） 556点

平成27年度日本学生ライフル射撃選抜大会
　７月４日～７月５日　於埼玉県長瀞総合ライフル射撃場
種目

50ｍ３×40Ｍ
（50メートル３姿勢40発男子競技）
50ｍ３×20Ｗ
（50メートル３姿勢20発女子競技）
50ｍＰ60Ｍ
（50メートル伏射60発男子競技）
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 7003.6点
第２位 東　　　洋 6999.4点
第３位 本　　　学 6992.2点

女子団体結果
第１位 中　　　央 2905.4点
第２位 本　　　学 2889.3点
第３位 関　　　西 2888.4点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 東　　　洋 3363点
第２位 関　　　西 3356点
第３位 明　　　治 3356点

本　　　学 3341点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 中　　　央 1690点
第２位 立　命　館 1676点
第３位 本　　　学 1674点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 明　　　治 1818.0点
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第２位 本　　　学 1813.6点
第３位 東　　　洋 1812.8点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1837.6点
第２位 明　　　治 1829.6点
第３位 東　　　洋 1823.6点

10ｍＳ40Ｍ
第１位 関　　　西 1219.4点
第２位 明　　　治 1218.6点
第３位 法　　　政 1215.5点

本　　　学 1215.3点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 嘉山　　豪（明 治） 436.3点
第２位 山森　信人（立 命 館） 436.0点
第３位 勝股　貴洋（本 学） 423.4点
第４位 畑　　昇洋（関 西） 414.2点
第５位 渡辺　琢馬（慶 應） 404.2点
第６位 二木　俊輔（東 洋） 389.2点
第７位 砥綿　雄貴（東 洋） 377.6点
第８位 小武家裕介（関 西） 376.7点

今泉　　太（本 学） 1121点
吉川　和宏（本 学） 1116点
清川　佑介（本 学） 1116点
田村　　亮（本 学） 1095点
奥田　裕樹（本 学） 1080点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 新里葉津紀（中 央） 447.5点
第２位 鵜飼　風音（同 志 社） 438.8点
第３位 小畑　まゆ（明 治） 426.1点
第４位 諏訪　晶子（中 央） 417.5点
第５位 土田三友紀（関 西） 405.3点
第６位 和田　　渚（立 命 館） 376.1点
第７位 淵田　　衣（本 学） 353.4点
第８位 堅田みちる（関 西） 343.8点

山中　美希（本 学） 557点
安田　　菫（本 学） 557点
多田　愛美（本 学） 550点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 渡辺　琢馬（慶 應） 203.6点
第２位 今泉　　太（本 学） 199.7点
第３位 嘉山　　豪（明 治） 176.7点
第４位 津田　博幹（法 政） 156.2点
第５位 砥綿　雄貴（東 洋） 136.5点
第６位 山本　修生（法 政） 117.5点

第７位 白幡　尚生（慶 應） 96.7点
第８位 二木　俊輔（東 洋） 76.5点

吉川　和宏（本 学） 605.6点
田村　　亮（本 学） 605.7点
清川　佑介（本 学） 602.3点
勝股　貴洋（本 学） 602.3点
大道　　忍（本 学） 599.4点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 小林　由斉（本 学） 203.4点
第２位 土屋　陽平（東 洋） 202.3点
第３位 塩入　龍哉（本 学） 181.2点
第４位 森元　航暉（中 央） 160.1点
第５位 日浦　典之（本 学） 138.2点
第６位 野口　優太（本 学） 118.9点
第７位 早野　恵太（本 学） 109.2点
第８位 柳川由太郎（明 治） 78.5点

勝股　貴洋（本 学） 607.9点
中村　優汰（本 学） 605.3点
今泉　　太（本 学） 604.0点
井黒　友斗（本 学） 600.3点
小島　卓人（本 学） 597.5点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 奈良　友貴（山 梨 学 院） 206.1点
第２位 高野こえだ（中 央） 204.6点
第３位 阿部　美咲（関 西） 181.6点
第４位 千葉　朔海（早 稲 田） 161.4点
第５位 新里葉津紀（中 央） 140.2点
第６位 多田　愛美（本 学） 120.6点
第７位 小畑　まゆ（明 治） 98.4点
第８位 清水　春香（中 央） 77.3点

松浦　未和（本 学） 407.8点
大和田美琴（本 学） 407.7点
安田　　菫（本 学） 402.7点

2015GWANGJU Summer UNIVERSIADE
　７月５日～７月10日　於羅州全羅南道総合射撃場
種目

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

試合結果
10ｍＳ60Ｍ

第１位 LIU Zhiguo（CHN） 207.5点
第２位 YANG Haoran（CHN） 207.3点
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第３位 PARK Sung-Hyun（KOR） 185.7点
第４位 WOJTASIAK Maciej（POL） 163.8点
第５位 PANYATONG Pongsaton（THA） 143.3点
第６位 SHEORAN Akhil（IND） 121.2点
第７位 BAUDOUIN Brian（FRA） 99.8点
第８位 KIM Hyeonjun（KOR） 77.9点

小林　郁弥（本 学） 610.8点
宮倉　大輔（本 学） 608.9点

50ｍ３×40Ｍ
第１位 YANG Haoran（CHN） 453.8点
第２位 GRIGORIAN Kirill（RUS） 452.9点
第３位 RAYNAUD Alexis（FRA） 443.6点
第４位 ZHAO Zhoghao（CHN） 431.5点
第５位 LIU Zhiguo（CHN） 418.6点
第６位 SEDOV Domitrii（RUS） 405.4点
第７位 KIM Hyeonjun（KOR） 394.2点
第８位 GERMOND Etienne（FRA） 393.7点

小林　郁弥（本 学） 1141点
宮倉　大輔（本 学） 1133点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 GRIGORIAN Kirill（RUS） 207.3点
第２位 JASIECKI Bartosz（POL） 206.4点
第３位 YANG Haoran（CHN） 185.3点
第４位 KIM Hyeonjun（KOR） 164.0点
第５位 WOODHOUSE Frederyk（AUS） 143.9点
第６位 SVACEK Petr（CZE） 122.4点
第７位 MORENO FloresRemi（FRA） 101.4点
第８位 RAYNAUD Alexis（FRA） 80.8点

小林　郁弥（本 学） 601.1点
宮倉　大輔（本 学） 600.5点

平成27年度JOCジュニアオリンピックカップ兼
第26回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会
　９月５日～９月６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 八川　綾佑（関 西） 203.0点
第２位 足立　柊弥（富 田） 202.2点
第３位 高野　和也（由 布） 180.5点
第４位 竹澤　　隼（明 治） 159.2点
第５位 小林　由斉（本 学） 139.3点
第６位 仲村　太智（興 南） 118.4点

第７位 青山　拓史（山 梨） 97.1点
第８位 早川　　匠（栄 北） 76.8点

野口　優太（本 学） 610.5点
井黒　友斗（本 学） 607.7点
中村　優汰（本 学） 606.3点
早野　恵太（本 学） 605.9点

10ｍＳ40ＪＷ
第１位 安孫子　花（開 志 国 際） 205.1点
第２位 一乃渡　桜（法 政） 203.7点
第３位 劉　　炫慈（明 治） 182.7点
第４位 高野こえだ（中 央） 162.6点
第５位 奈良　友貴（山 梨） 141.2点
第６位 鵜飼　風音（同 志 社） 120.4点
第７位 中口　　遥（日 野） 98.9点
第８位 阿部　有沙（栄 北） 78.5点

早川　実沙（本 学） 407.3点
多田　愛美（本 学） 404.3点
大和田美琴（本 学） 398.8点

平成27年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会
　９月17日～９月20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 本　　　学 7061.4点
第２位 東　　　洋 6984.9点
第３位 明　　　治 6972.6点

女子団体結果
第１位 中　　　央 2912点
第２位 法　　　政 2899.3点
第３位 本　　　学 2883.4点

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 本　　　学 3416点
第２位 明　　　治 3362点
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第３位 東　　　洋 3353点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 中　　　央 1697点
第２位 法　　　政 1675点
第３位 明　　　治 1667点

本　　　学 1664点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 東　　　洋 1814.8点
第２位 本　　　学 1809.5点
第３位 慶　　　應 1793.9点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1835.9点
第２位 東　　　洋 1814.1点
第３位 明　　　治 1811.5点

10ｍＳ40Ｍ
第１位 法　　　政 1224.3点
第２位 本　　　学 1219.4点
第３位 中　　　央 1215点

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 小林　郁弥（本 学） 449.1点
第２位 嘉山　　豪（明 治） 437.8点
第３位 勝股　貴洋（本 学） 425.4点
第４位 二木　俊輔（東 洋） 414.9点
第５位 宮倉　大輔（本 学） 406.4点
第６位 吉川　和宏（本 学） 396.3点
第７位 田村　　亮（本 学） 385.0点
第８位 山本　修生（法 政） 379.0点

今泉　　太（本 学） 1117点
井黒　友斗（本 学） 1113点
清川　佑介（本 学） 1107点
奥田　裕樹（本 学） 1106点
大道　　忍（本 学） 1093点
早野　恵太（本 学） 1068点

50ｍ３×20Ｗ
第１位 小澤　　楓（法 政） 439.8点
第２位 新里葉津紀（中 央） 439.7点
第３位 永澤　　瞳（明 治） 425.5点
第４位 諏訪　晶子（中 央） 415.7点
第５位 平　奈留美（明 治） 400.8点
第６位 多田　愛美（本 学） 389.7点
第７位 大島美和子（法 政） 366.2点
第８位 塚田　恵美（早 稲 田） 366.2点

松浦　未和（本 学） 556点

山中　美希（本 学） 556点
安田　　菫（本 学） 552点
淵田　　衣（本 学） 544点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 小林　郁弥（本 学） 201.6点
第２位 二木　俊輔（東 洋） 199.1点
第３位 嘉山　　豪（明 治） 180.9点
第４位 前田　崇宏（早 稲 田） 158.0点
第５位 吉川　和宏（本 学） 138.2点
第６位 古賀　晶浩（立 教） 117.4点
第７位 大道　　忍（本 学） 98.0点
第８位 砥部　雄貴（東 洋） 76.3点

清川　佑介（本 学） 605.0点
勝股　貴洋（本 学） 604.9点
宮倉　大輔（本 学） 604.8点
今泉　　太（本 学） 603.1点
田村　　亮（本 学） 601.6点
野口　優太（本 学） 598.4点
奥田　裕樹（本 学） 590.4点
井黒　友斗（本 学） 586.8点
早野　恵太（本 学） 556.1点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 諏訪　晶子（中 央） 614.3点
第２位 三島　結依（東 洋） 611.7点
第３位 新里葉津紀（中 央） 610.9点
第４位 永澤　　瞳（明 治） 610.8点
第５位 小澤　　楓（法 政） 606.4点
第６位 長島　　遥（早 稲 田） 606.3点
第７位 時田亜也加（法 政） 605.9点
第８位 塚田　恵美（早 稲 田） 605.5点

松浦　未和（本 学） 602.4点
安田　　菫（本 学） 601.4点
山中　美希（本 学） 592.7点
多田　愛美（本 学） 591.6点
淵田　　衣（本 学） 590.2点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 小林　由斉（本 学） 205.3点
第２位 柴崎洋一郎（法 政） 202.7点
第３位 宮倉　大輔（本 学） 180.8点
第４位 勝股　貴洋（本 学） 161.2点
第５位 塩入　龍哉（本 学） 140.8点
第６位 小林　郁弥（本 学） 119.5点
第７位 鈴木　純一（中 央） 98.8点
第８位 土屋　陽平（東 洋） 76.2点

中村　優汰（本 学） 608.3点
吉川　和宏（本 学） 607.6点
野口　優太（本 学） 607.6点
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井黒　友斗（本 学） 606.5点
清川　佑介（本 学） 598.0点
今泉　　太（本 学） 595.8点
福冨　賢太（本 学） 593.9点
大道　　忍（本 学） 593.9点
田村　　亮（本 学） 593.3点
早野　恵太（本 学） 591.8点
奥田　裕樹（本 学） 583.6点
小島　卓人（本 学） 573.2点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 高野こえだ（中 央） 204.3点
第２位 一ノ渡　桜（法 政） 203.5点
第３位 牟田　沙那（法 政） 168.4点
第４位 奈良　友貴（山 梨 学 院） 159.4点
第５位 早川　実沙（本 学） 139.1点
第６位 小畑　まゆ（明 治） 118.0点
第７位 里川日向子（本 学） 98.9点
第８位 松本　　郁（関 東 学 院） 78.7点

多田　愛美（本 学） 406.7点
安田　　菫（本 学） 405.9点
淵田　　衣（本 学） 400.0点
松浦　未和（本 学） 399.2点
大和田美琴（本 学） 395.6点
山中　美希（本 学） 393.5点

第70回国民体育大会ライフル射撃競技会
　９月27日～９月30日　於和歌山県ライフル射撃場
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） 448.7点
第２位 高橋　　誠（千 葉） 440.3点
第３位 三島　裕介（東 京） 431.1点
第４位 勝岡　弘幸（静 岡） 417.9点
第５位 吉川　和宏（本 学） 406.7点
第６位 園部　和貴（兵 庫） 397.2点
第７位 橋爪　一馬（岐 阜） 385.6点
第８位 砥綿　雄貴（福 岡） 355.6点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 八川　綾佑（大 分） 205.9点
第２位 篠原　章宏（和 歌 山） 204.2点
第３位 岡田　直也（岡 山） 183.1点
第４位 小林　由斉（本 学） 161.8点
第５位 小林　郁弥（本 学） 140.9点
第６位 中嶋　啓太（滋 賀） 121.2点
第７位 竹澤　　隼（茨 城） 99.5点
第８位 宮倉　大輔（本 学） 76.8点

中村　優汰（本 学） 602.2点
清川　佑介（本 学） 580.6点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 生駒　早織（東 京） 204.1点
第２位 高野こえだ（大 分） 204.1点
第３位 千葉　朔海（千 葉） 182.8点
第４位 阿部　美咲（大 阪） 162.4点
第５位 杉崎　礼子（静 岡） 140.6点
第６位 湯浅　菜月（徳 島） 120.3点
第７位 早川　実沙（本 学） 100.4点
第８位 冬木　翔子（福 井） 78.8点

里川日向子（本 学） 396.0点

10ｍＰ60M
第１位 岡田　直也（岡 山） 633.4点
第２位 篠原　章宏（和 歌 山） 629.3点
第３位 田中　貴久（東 京） 628.4点
第４位 田中　　爾（新 潟） 628.2点
第５位 牧　　征樹（愛 知） 627.3点
第６位 宮倉　大輔（本 学） 626.8点
第７位 川原　智志（静 岡） 626.7点
第８位 嘉山　　豪（神 奈 川） 626.3点

中村　優汰（本 学） 621.6点
小林　郁弥（本 学） 621.6点
清川　佑介（本 学） 619.3点
小林　由斉（本 学） 617.7点

10ｍＰ40Ｗ
第１位 冬木　翔子（福 井） 421.2点
第２位 堅田みちる（佐 賀） 420.0点
第３位 清水　綾乃（埼 玉） 419.9点
第４位 柳　あさこ（北 海 道） 419.7点
第５位 湯浅　菜月（徳 島） 419.4点
第６位 千葉　朔海（千 葉） 419.0点
第７位 小畑　まゆ（京 都） 418.5点
第８位 生駒　早織（東 京） 417.8点

早川　実沙（本 学） 416.7点
里川日向子（本 学） 396.0点
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全日本学生ライフル射撃選手権大会
　10月22日～10月25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 （34pt）
第２位 明　　　治 （23pt）
第３位 法　　　政 （19pt）

総合団体結果
第１位 本　　　学 7071.3点（24pt）
第２位 明　　　治 7044.1点（21pt）
第３位 東　　　洋 6960.9点（13pt）

各種目別団体結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 本　　　学 3404点（8pt）
第２位 明　　　治 3384点（7pt）
第３位 東　　　洋 3345点（6pt）

50ｍＰ60Ｍ
第１位 本　　　学 1822.8点（8pt）
第２位 明　　　治 1818.4点（7pt）
第３位 関 西 学 院 1807.6点（6pt）

10ｍＳ60Ｍ
第１位 本　　　学 1844.5点（8pt）
第２位 明　　　治 1841.7点（7pt）
第３位 関　　　西 1835.3点（6pt）

試合結果
50ｍ３×40Ｍ

第１位 小林　郁弥（本 学） 445.5点
第２位 玉城　弘也（明 治） 439.4点
第３位 山本　修生（法 政） 427.9点
第４位 吉川　和宏（本 学） 414.3点
第５位 小武家裕介（関 西 学 院） 402.2点
第６位 町田健太郎（甲 南） 393.7点
第７位 嘉山　　豪（明 治） 383.7点
第８位 二木　俊輔（東 洋） 380.0点

田村　　亮（本 学） 1124点
宮倉　大輔（本 学） 1123点
清川　佑介（本 学） 1109点
勝股　貴洋（本 学） 1109点

今泉　　太（本 学） 1098点
早野　恵太（本 学） 1088点
奥田　裕樹（本 学） 1082点
大道　　忍（本 学） 1068点
井黒　友斗（本 学） 0点

50ｍＰ60Ｍ
第１位 山本　修生（法 政） 201.3点
第２位 小林　郁弥（本 学） 200.6点
第３位 町田健太郎（甲 南） 179.1点
第４位 今泉　　太（本 学） 158.7点
第５位 嘉山　　豪（明 治） 139.4点
第６位 畑　　昂希（関 西） 118.5点
第７位 金子　将之（早 稲 田） 97.3点
第８位 玉城　弘也（明 治） 77.1点

宮倉　大輔（本 学） 605.2点
清川　佑介（本 学） 604.5点
吉川　和宏（本 学） 602.1点
大道　　忍（本 学） 600.3点
田村　　亮（本 学） 595.1点
井黒　友斗（本 学） 593.7点
野口　優太（本 学） 592.3点
勝股　貴洋（本 学） 591.7点
奥田　裕樹（本 学） 587.2点

10ｍＳ60Ｍ
第１位 土屋　陽平（東 洋） 204.3点
第２位 八川　綾佑（関 西） 200.8点
第３位 柴崎洋一郎（法 政） 180.9点
第４位 長谷川智彦（立 命 館） 158.2点
第５位 宮倉　大輔（本 学） 138.9点
第６位 竹澤　　隼（明 治） 118.7点
第７位 青山　拓史（山 梨 学 院） 97.8点
第８位 小林　由斉（本 学） 77.6点

塩入　龍哉（本 学） 607.3点
小林　郁弥（本 学） 614.1点
中村　優汰（本 学） 608.4点
早野　恵太（本 学） 607.9点
野口　優太（本 学） 606.4点
勝股　貴洋（本 学） 605.2点
井黒　友斗（本 学） 603.0点
小島　卓人（本 学） 600.1点
吉川　和宏（本 学） 597.9点
今泉　　太（本 学） 596.9点
福冨　賢太（本 学） 596.4点
清川　佑介（本 学） 595.5点
大道　　忍（本 学） 583.3点
奥田　裕樹（本 学） 569.4点
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全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
　10月22日～10月25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 法　　　政 2891.2点（14pt）
第２位 同　志　社 2882点（13pt）
第３位 中　　　央 2862.5点（12pt）

本　　　学 2875.9点（10pt）

各種目別団体結果
50ｍ３×20Ｗ

第１位 法　　　政 1667点（8pt）
第２位 同　志　社 1659点（7pt）
第３位 本　　　学 1659点（6pt）

　※ 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 中　　　央 1227.5点（8pt）
第２位 関　　　西 1226.2点（7pt）
第３位 法　　　政 1224.1点（6pt）

本　　　学 1216.9点（4pt）

試合結果
50ｍ３×20Ｗ

第１位 小沢　　楓（法 政） 427.3点
第２位 多田　愛美（本 学） 424.1点
第３位 安井美紗貴（同 志 社） 409.9点
第４位 長島　　遥（早 稲 田） 400.7点
第５位 平　奈留美（明 治） 394.6点
第６位 安田　　菫（本 学） 384.4点
第７位 鵜飼　風音（同 志 社） 373.8点
第８位 牟田　沙那（法 政） 372.0点

山中　美希（本 学） 546点
松浦　未和（本 学） 542点
淵田　　衣（本 学） 541点

50ｍＰ60Ｗ
第１位 小澤　綾香（明 治） 612.0点
第２位 神保　　茜（立 命 館） 606.6点
第３位 長島　　遥（早 稲 田） 605.4点
第４位 小沢　　楓（法 政） 604.4点
第５位 三島　結依（東 洋） 603.9点

第６位
第７位 小畑　まゆ（明 治） 601.7点
第８位 松尾　裕乃（長 崎） 601.2点

山中　美希（本 学） 599.0点
安田　　菫（本 学） 594.5点
松浦　未和（本 学） 594.4点
淵田　　衣（本 学） 588.3点
多田　愛美（本 学） 587.5点

10ｍＳ40Ｗ
第１位 奥村　美夏（関 西） 204.0点
第２位 一ノ渡　桜（法 政） 202.7点
第３位 新里葉津紀（中 央） 182.6点
第４位 千葉　朔海（山 梨 学 院） 162.0点
第５位 小山真菜美（中 央） 141.0点
第６位 天野　愛理（同 志 社） 118.8点
第７位 奈良　友貴（山 梨 学 院） 98.3点
第８位 和田　　渚（立 命 館） 77.7点

里川日向子（本 学） 408.6点
早川　実沙（本 学） 408.5点
大和田美琴（本 学） 404.0点
安田　　菫（本 学） 403.0点
淵田　　衣（本 学） 400.8点
松浦　未和（本 学） 400.0点
多田　愛美（本 学） 399.8点
山中　美希（本 学） 387.2点

平成27年度関東学生ライフル射撃新人戦大会
　11月５日～11月８日　於埼玉県長瀞総合射撃場
種目

50ｍ３×20ＭＷ
（50メートル３姿勢20発新人競技）
50ｍＰ60ＭＷ
（50メートル伏射60発新人競技）
10ｍＳ40ＭＷ
（10メートル立射40発新人競技）

各種目別団体結果
10ｍＳ40ＭＷ

第１位 本　　　学 1224.3点
第２位 中　　　央 1214.4点
第３位 東　　　洋 1213.2点

試合結果
50ｍ３×20ＭＷ

第１位 長島　　遥（早 稲 田） 561点
第２位 前田　崇宏（早 稲 田） 558点
第３位 塚田　恵美（早 稲 田） 556点
第４位 中里　志穏（早 稲 田） 550点
第５位 早野　恵太（本 学） 550点
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第６位 金子　将之（早 稲 田） 547点
第７位 小野　晴弘（明 治） 547点
第８位 多田　愛美（本 学） 544点

井黒　友斗（本 学） 542点
淵田　　衣（本 学） 541点

50ｍＰ60ＭＷ
第１位 吉村慎太郎（中 央） 605.9点
第２位 中里　志穏（早 稲 田） 605.8点
第３位 白川　智啓（慶 應） 605.0点
第４位 山田　玄修（慶 應） 604.0点
第５位 二木　俊輔（東 洋） 604.0点
第６位 金子　将之（早 稲 田） 603.6点
第７位 白幡　尚生（慶 應） 602.7点
第８位 砥綿　雄貴（東 洋） 601.0点

福冨　賢太（本 学） 595.6点
野口　優太（本 学） 591.5点
多田　愛美（本 学） 588.8点
中村　優汰（本 学） 582.2点

10ｍＳ40ＭＷ
第１位 早川　実沙（本 学） 410.8点
第２位 小林　由斉（本 学） 410.5点
第３位 石田　裕一（明 治） 408.9点
第４位 大和田美琴（本 学） 408.6点
第５位 野口　優太（本 学） 407.7点
第６位 中村　優汰（本 学） 406.4点
第７位 千葉　朔海（早 稲 田） 406.3点
第８位 山本　拓生（東 洋） 406.1点

里川日向子（本 学） 404.9点
福冨　賢太（本 学） 400.0点

第５回パンノニア・トロフィー大会
　２月８日～２月15日　於オーストリアNeusiedi am See
種目

10ｍＳ40Ｗ
（10メートル立射40発女子競技）

試合結果
10ｍＳ40Ｗ　１日目

第１位 FOISTOVA Nikola（CZE） 412.6点
第２位 STIAVNICKA Lvana（SVK） 412.1点
第３位 千葉　朔海（JPN） 411.9点
第４位 ZUMAYA Goretti（MEX） 411.8点
第５位 川原　　楓（JPN） 411.1点
第６位 SPISAKOVA kristina（SVK） 410.3点
第７位 BENIKOVA Diana（SVK） 408.7点
第８位 一ノ渡　桜（JPN） 408.6点

早川　実沙（本 学） 404.4点

10ｍＳ40Ｗ　２日目
第１位 ZUMAYA Goretti（MEX） 415.5点
第２位 DUDOVA Lucie（CZE） 415.0点
第３位 FOISTOVA Nikola（CZE） 413.2点
第４位 川原　　楓（JPN） 412.9点
第５位 一ノ渡　桜（JPN） 411.6点
第６位 THURNWALDOVA Sabina（CZE） 411.1点
第７位 NOVAOSEDLIKOVA Lucia（SVK） 410.6点
第８位 千葉　朔海（JPN） 410.4点

早川　実沙（本 学） 402.7点

10ｍＳ40Ｗ　３日目
第１位 一ノ渡　桜（JPN） 415.3点
第２位 STIAVNICKA Lvana（SVK） 412.5点
第３位 PICHLER Julia（AUT） 411.7点

※第４位 MIZEROVA Michaela（SVK） 410.6点
※第５位 川原　　楓（JPN） 410.6点

第６位 AUER Marie（AUT） 410.5点
第７位 HORVATH Zoe（HUN） 410.4点
第８位 MEILINGER Flora（HUN） 409.2点

早川　実沙（本 学） 407.1点
※ 尚、４位と５位はセンター数により決定いたしま

した。
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