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ご 挨 拶 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

会長 森山昭一 
 
同志社大学体育会アーチェリー部のOB･OG皆様 
（５０周年を盛大に祝いましょう！） 
 
拝啓  桜花爛漫の春は目前となりました。平素はアーチェリー部とOB･OG会に対し多大なご支援を戴き
誠にありがとうございます。お陰様で我がアーチェリー部は本年めでたく大きな節目［創部５０周年］
を迎えることとなりました。有志数名から洋弓班としてスタート、１年また１年と仲間が集い半世紀。

日本アーチェリーを支える大樹となりました。 
男女通算１２回の学生王座の獲得、オリンピック選手を３名輩出、全日本選手権、インカレなど多数
のチャンピオンを誕生させ世界を目指す、輝かしい戦績は大いに誇れるものでありましょう。歴代の
部長先生、監督 コーチ、各代の学生であったOB･OG全員の努力と健闘に対する栄誉です。そこで同志
社アーチェリーに関係した全員が心を一つにし大いに慶び祝い感謝しあう５０周年にしたいと考えま
す。役員会、理事会で話し合いの上、次の通り記念事業を行なう事となりました。 
 

１  記念式典及びパーティー 
１  記念誌の発行 
１  田辺レンジ施設充実 
 

すでに担当委員の皆様には忙しい中を時間をさき各準備に奮闘されており着々と進行中でございます。

OB･OGの皆様にも是非５０周年記念事業が成功し、次なる１００年への躍進の為、ＤＵＡＣへの愛情と
支援、強い想いを戴きたいと強く強くお願い致します。 
目標としてはOB･OGの全員参加、OB･OG会費の全員徴収です。 
遠隔地の方々も熱い気持ちを必ず会場までお届け下さい！みんなでお待ちしています。 
最後にOB･OG皆様方益々のご健勝とご多幸を心よりお祈り致します。 

敬具 
 

 

スポーツユニオンからのご報告 
 

同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 顧問 
同志社スポーツユニオン 会長 濱 直樹 

 

卒業生のOB･OGの皆様、お元気でお健やかにお過ごしのことと存じ上げます。 

日頃はアーチェリー部の発展の為に、又、同志社スポーツユニオンの発展の為にいろいろとご尽力を

賜り誠にありがとうございます。 

私たちアーチェリー部もお陰様で今年７月１０日に創部５０周年記念の会が開催されます。初代卒業

生の中川先輩から今年卒業された方々が一堂に会し５０周年を振り返り、更なるアーチェリー部の飛

躍を願うものであります。 

又、アーチェリー部の皆様にはスポーツユニオンの行事にも積極的にご協力ご参加を賜り嬉しく思っ

ております。スポーツユニオンにもいろいろな活動があります。５月１５日と１０月９日にはユニオ



ンゴルフコンペがあります。６月５日と１月２９日には総会がありそれぞれの時に講演会と祝勝会が

開催されます。今年１月の総会には大学関係者はじめ７３０名のご参加を頂き、盛大に開催すること

が出来ました。心より感謝を申し上げます。又、１１月７日にはスポーツユニオン関東支部総会が、

４２年卒西内紘一さんのご協力で、又、３月には東海支部総会が、４３年卒成瀬一範さん、平成１０

年卒真島健太さんのお世話で開催されます。どうぞ関係者の皆様、ご参加をお願い致します。 

 その他年２回OB会長と大学執行部先生との懇談会など公式行事があり、各委員会の活動もあります。

我がアーチェリー部から５２年卒田中稔章さん、６２年卒山下泰生さん、平成１年卒河内和弥さん、

平成３年卒山口裕子さんが役員会や委員会にご参加頂いております。又、昨年１２月に山下さんのご

指導の元、スポーツユニオンのホームページ（http://doshisha-su.com）が立ち上がり、大変ご好評

を得ております。どうぞ一度ご覧下さい。 

 今年度大学主催の体育会表彰でアーチェリー部が大谷総長より最優秀部賞、八田学長より最優秀選

手賞を頂戴し、私自身も大きな喜びであります。今後とも現役選手の益々のご活躍と卒業生の皆様の

ご支援ご協力をお願い申し上げますと共に、皆様には豊かな恵みと平安がありますように心よりお祈

り申し上げます。 

 

追伸 

 昨年よりスポーツユニオンでは免税措置の出来る特別指定寄附が許可を得ました。 

 アーチェリー部の発展の為にアーチェリー部指定寄附をご利用頂きご協力下さい 

 ますようにお願い申し上げます。同志社スポーツに尐しでもよろしくお願いします。 

 
 
 

記念式典および懇親会開催案内 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

副会長 山下泰生 
 
いよいよ本年は同志社大学体育会アーチェリー部創部 50周年の年となりました。1987 年までレンジ
のあった思い出の地岩倉で下記の通り５０周年式典ならびに祝宴を開催させていただきます。我々も
この 50年で OB･OG が 500 名を超える大きな組織となりました。各学年や上下でお誘い合わせ、お一
人でも多くご参加いただき懐かしい友や先輩・後輩との再会を楽しんでいただければと考えておりま
す。 
なお今回は５０周年ということもあり、多くの同志社大学ならびに各部関係者、更には他大学や連盟
などのアーチェリー関係者の皆様をご招待させていただいております。是非、多くのOB･OGの皆さん
でお迎えしたいと考えております。 

詳細のご案内ならびに出欠確認は後日ご案内させていただきますが、まずは日程の確保をよろしくお
願い致します。 
 
  日時：7月10日(土)  受付開始   16時00分～ 

50周年式典  16時30分～17時30分 
             パーティー   17時30分～20時00分ごろ 

場所：グランドプリンスホテル京都（旧京都宝ヶ池プリンスホテル） 
      京都市左京区宝ヶ池（地下鉄烏丸線 国際会館駅下車すぐ） 
 

＊ なお、当日15時より旧岩倉レンジ（現 同志社高校アーチェリー部レンジ） 
  の見学会も予定しております。（詳細後報） 



ＯＢＯＧ会費納入について 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

副会長 山崎芳一 
 

OB･OG の皆様、本年は創部５０周年を迎えます。大きな節目として、クラブ黎明期の聖地洛北岩倉レ
ンジの近く、グランドプリンスホテル宝ヶ池に於いて記念式典を開催する運びです。振り返りますと、
国内を始め海外に於いても我がクラブの活躍は言うに及びません。特にオリンピックには過去３名の
選手を当クラブから送り込みメダル獲得も果たしております。今年は何としてもリーグ戦優勝と王座
獲得を達成する為、思い切ったコーチングスタッフの交代を行い必勝を期しております。そこで本年、
現役部員の活躍を祈念し田辺レンジの設備等に多額のOB･OG会の会費を費やし特別会計も底をつきま
した。しかし毎年お払い込み頂く会費は残念ながら、５００名中１５０名にすぎません。 
学生諸君にも出来る限りの経済的忚援を考えており、皆様のご協力無くして為しえません。 

 
つきましては、本年のOB･OG会費を積極的に納入頂きたくお願い致します。 
同時に式典に参加いただく事OB･OG会費を本年に限り記念式典開催を成功させる為にも寄付金を加算
して、合計10，000円を納入頂きたく伏してお願い致します。  
（ちなみにOB･OG会費は年間6,000円です） 
 
皆様の御厚情が今後のクラブ発展を支えます。今まで心ならずも会費納入出来なかった諸氏もぜひ熱
い思いをお汲み取りいただきますよう重ねてお願い致します。 
 
 

ご 報 告 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

理事長 河内敬雄 
 

早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はOB･OG会運営に格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。さて、３月６日に１９名のご出席を頂きOB･OG会学年理事会が行われました。
簡卖なご報告を申し上げますとともに今後のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
３月１９日に同志社スポーツユニオン、東海支部総会が開催され支部が創設されました。我が部より
クラブ代表にS43年卒 成瀬一範さんが就任されました。 
５０周年の記念式典ですがOB･OGの他、来賓合せて３５０名規模を予定。 
山下副会長の案内をお読みください。 
５０周年の記念誌ですが、記録、年表については順調に整理が進んでおり、寄稿文の大部分は回収が
終わり、外部からの寄稿をお願いしているところです。今回の記念誌には個人情報保護の観点から名

簿は収録しない。OB･OG 相互の住所等照会に関しては各学年理事を通じて情報提供（回答）の予定で
す。これから、記念誌掲載の写真の募集をしたいのでご協力をお願いします。 
藤好編集長のご案内をお読み下さい。 
５０周年の寄付金については、我が部は全員参加が基本であり、全員参加型の寄付をお願いしたい。
昨年より理事を通じて徴収しているが後輩が集金に来てくれるとありがたい。５０周年を記念事業と
して特別寄付金を募集したい。との意見が出され、２０１０年度は、会費6,000＋寄付4,000＝合計一
人１万円で３００万円を目標で活動する事が決定しました。是非ともご協力をお願いします！！ 
次にOB･OG会理事役員委嘱の件ですが、別紙 理事名簿の通り承認されましたので、本会終了後 委
嘱状送付いたします。 
最後は、会計報告ですが、２００９年度より会計期間を４月１日からに変更いたしましたので、現時



点では、暫定の決算ということでご理解ください。 

今年は、各理事の皆様より、同学年のOB･OG諸先輩方へご寄付の連絡をさせていただいておりまして
１５０名強のOB･OGより約１２６万円強の会費寄付金収入がありました。現役試合遠征補助に46万円、
王座遠征に30万円、テント新調など設備充実に60万円を現役補助に使わせていただきました。ユニ
オン他クラブとの交流費35万円、理事会及び諸会議費25万円、５０周年事業等積立金40万円、今年
は積立金を取り崩しぎりぎりの予算で活動しています。 
今年度も、理事の皆様に同学年前後の皆様にOB･OG会費の納入をサポート頂くようにお願いしました。
昨今の経済情勢の悪さを鑑みて誠に恐縮でございますが、現役学生への支援ということで同封の振込
用紙をご利用になって是非とも会費納入をお願いします。 
また、ＤＣゴールドカードのお申込みですが、皆様が会員になっていただき(入会金は無料・会費も永
久に無料)ご利用いただいた金額により今年度は95,198円が我が部に還付されました。これもひとえ
に皆様のご利用の賜物と存じます。ご本人様、奥様、お子様其々でお申し込みいただきたいと思って
います。ご協力お願いします。今後は会費徴収をカードに一本化していきたいと思っています。 

以上で、簡卖ですがご報告といたします。 
今後とも同志社スポーツの発展のためなにとぞよろしくお願いします。 
 
 

「50周年記念誌」掲載写真募集 
 
志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

50周年記念誌編集委員会 
編集長 藤好 洋 

 
拝啓 春まだ浅い今日このごろでございますが、ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。さて、

我がアーチェリー部が創立 50周年を迎える本年、50 周年記念誌編集委員会の編集作業も佳境に入っ

ています。既にお願いをしました原稿につきましては、多数の方からご投稿をいただき誠にありがと

うございました。さらにこの50周年記念誌をより充実したものにすべく、皆さまの現役当時の写真、

資料等がありましたら、是非ともお送りいただきたく存じます。できる限り掲載すべく編集にあたり

ますが、万が一不掲載の場合もあろうかと思いますが、その場合にはご容赦願います。 

敬具 

 

― 記 ― 

 

（内 容）：写真、その他資料等を募集しています。使用後は責任を持ってお返しします。 

（締 切）：2010年（平成22年） 4月末日 

（提出先）：OB･OG会事務局までお願いします。 

 

ＳＰ生推薦の依頼（要綱説明） 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

ＳＰ担当役員 山下泰生 
 

本年も男女アベック王座獲得をめざして道永監督の下、現役選手はリーグ戦向けて練習に励んでおり
ます。王座獲得、そして世界で戦える選手を輩出するために、同志社大学各学部の各種推薦制度が初
心者への指導とともに大きな強化の柱となっております。 
昨年夏、森山会長よりスポーツ推薦担当に指名され、同志社精神に共感してもらえる競技レベルの高



い優秀な高校生を尐しでも多く獲得できるよう、積極的に取り組んでいきたいと考えております。同

志社大学では添付リストのとおり、本年4月入学生を対称に７学部においてスポーツを含むなんらか
の推薦制度が用意されているほか、AO入試制度や指定校推薦制度も学部によって制度化されておりま
す。ついては、OB･OG に皆さんのまわりに「是非同志社でアーチェリーを続けたい」という高校生が
おられましたら、是非山下までご連絡をお願い致します。 
  
 連絡先：携帯電話 090-2707-9288 
          e-mail yasuo.yamashita@horiba.com 

 
 
 

ご 報 告 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

ＩＴ担当役員 伊東弘之 
 

昨年10月より現役とスタッフ間の情報交流と各種データ類の整理・保存を目的としてグループウェア

を導入いたしました。グループウェアの機能としては、①メンバーのスケジュール管理を行うスケジ

ューラ、②各種の情報交換を行う掲示板、③文書やデータ類を保管するキャビネットなどによって構

成されています。開設以来、徐々にではありますが利用が進んで来ており、メンバー各自のデータ管

理やスケジュール管理の面での活用ができて来ています。今後はスコアデータの分析や、射形動画な

どの掲載でさらに充実を図りたいと考えています。 

これからリーグ戦本番を迎えますか、現役との交流をさらに加速し、良い成果が得られるように頑張

って行きますので、OB･OGの皆様のご支援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

ご 連 絡 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

関東支部長 西内紘一 
 
 関東支部では毎年６月（第２土曜日）と１１月に「OB･OG会の集い」をもち、親交を温めています。
今年も６月１２日（土）の「集い」に向けて４月になれば支部事務局は５月初旬に開催通知を発送す
べく会場選定等の準備に入ります。 
そこで、①本部に住所変更の届を忘れたまま関東地方にお住まいのOB･OGの方で昨年１１月の「集い」

の案内が届かなかった方及び１１月以降関東地方に移られた方。 
②今年３月卒業の新OB･OGの方で４月から関東地方で就職される方支部名簿に登録のうえ案内を差し
上げたく、是非east_doshisha@kawamura-grp.co.jpに連絡ください。 
 
 尚、このＭＬは河内理事長に設定いただいて運営している関東支部メンバー専用のＭＬアドレスで
す。住所変更が支部事務局で把握できれば、本部への連絡はご本人が改めてせずとも支部事務局から

連絡いたします。 
 

 



ご 挨 拶 
 

同志社大学体育会アーチェリー部 
監督 道永 宏 

 
去年８月に就任いたしまして、あっという間に８ヶ月がたちました。４月からはリーグ戦が始まり、

その先には王座がひかえております。学生たちは、連日300本を越える矢数をかけ、打倒近畿大学、

王座獲得をめざし猛練習をしております。 

 2009年度は同志社大学体育会から最優秀部賞を表彰され、最優秀選手、優秀選手と数多く表彰をい

ただき同志社大学当局からも大きな期待をされております。 

選手たちはみな可能性をもった選手ばかりです。４月からリーグ戦5戦及び5月9日の優勝決定戦そ

して王座とその試合に向けて調子のピークを持ってゆき選手たちの実力をフルに引き出すことで結果

は付いてくるものと確信しております。 

同志社大学 50 周年という節目にあわせて関西リーグ優勝王座獲得ということになればむちゃかっこ

いいじゃないですか。皆で一丸となって勝利に向かって頑張っていきますので忚援のほどよろしく 

お願い申し上げます。 

 またリーグ戦は各大学で試合が組まれております。日曜日及び祭日に開催されますのでOB,OGの皆

様ふるって忚援にかけつけていただきますようよろしくお願い申し上げます。  

 
 

みんなでリーグ戦の忚援に行きましょう！ 
 
同志社大学体育会アーチェリー部 OB･OG会 

青年部会 河内和弥 
山口裕子 

 
 いよいよ今年も関西リーグ戦開幕の時期が近づいてきました。 
 今年は我がアーチェリー部創立５０周年の記念すべき年です。 

関西リーグアベック優勝、そして男女王座獲得を果たし、５０周年を盛大に祝いたい、 
と期待は高まるばかりです。我 O々B･OG も力を合わせ、現役を支え、クラブを盛り上げていきまし
ょう！ 
下記のとおり、開幕戦が男女とも関大レンジにて行われます。午前・午後通じて同じ場所での試合
です。現役時代を振り返りながら力強い声援を送り、現役をバックアップしようではありません
か！ 
１人でも多くのOB･OGに足を運んでいただきたく、たくさんのご参加、よろしく 

お願いします。 
 
 ＜男子開幕戦（対 摂单大学）＞  
    日 時：４月４日（日） 午前９：３０競技開始 
    場 所：関西大学アーチェリーレンジ 
 ＜女子開幕戦（対 甲单大学）＞ 
    日 時：４月４日（日） 午後２：００競技開始 
    場 所：関西大学アーチェリーレンジ 
  
    ＊関大レンジ → 阪急電鉄千里線「関大前」駅下車徒歩１０分 
             誠之館8号館（養心館）屋上 



今期リーグ戦その他の試合日程 
 
 
 

3月27日(土)  開会式                  ＠大阪大学 
 
4月 4日(日)  第1戦・Extra Match第1戦               

男子ｖｓ摂单大学  ＠関西大学ＡＭ 
     女子ｖｓ甲单大学  ＠関西大学ＰＭ 
 
4月11日(日)  第2戦・Extra Match第2戦               
 
4月18日(日)  第3戦・Extra Match第3戦 

              男子ｖｓ甲单大学  ＠摂单大学ＡＭ 
     女子ｖｓ神戸大学  ＠大阪工業大学ＰＭ 
 
4月25日(日)  第4戦・Extra Match第4戦               
     男子ｖｓ立命館大学  ＠龍谷大学ＰＭ 
     女子ｖｓ大阪大学  ＠摂单大学ＡＭ 
 
5月 2日(日)  第5戦・Extra Match第5戦               
     男子ｖｓ大阪工業大学  ＠京都大学ＡＭ 
     女子ｖｓ甲单女子大学  ＠大阪市立大学ＡＭ 
 
5月 4日(火)  第6戦                              

男子ｖｓ京都大学  ＠立命館大学ＡＭ 
     女子ｖｓ桃山学院大学  ＠阪大ＰＭ 
 
5月 9日(日)  優勝決定戦・3位決定戦・入替戦             
 
5月15日(土)  閉会式             ＠大阪大学 
 
 
リーグ戦の試合開始時間の午前・午後は現地集合時間です。 
 

午前の部 集合  9時10分 競技開始 9時30分 
午後の部 集合  13時40分 競技開始 14時 

 
 
 



 
連絡先不明者に関するお願い 

 
下記の３５名のＯＢ・ＯＧの皆様の連絡先が現在把握できておりません。 
本年は、創部５０周年の年です。記念式典のご案内を一名でも多くのＯＢＯＧに届けたいと思います。
又より多くの方々に現役部員の近況を報告させて頂きたいと思います。下記の方の情報が御座いまし
たらお手数ですが是非ともご一報願います。年賀はがき等ご確認頂けましたら幸いです。 
 

北田 担 様 S40 御法川富美様 S41 竹岡  進 様 S43 西田好孝 様 S46 
山本隆信 様 S46 永井  潔 様 S55 稲垣克彦 様 S59 大橋正長 様 S59 
加藤晴康 様 S60 西川博也 様 S63 有坂哲郎 様 H2 高杉友朗 様 H2 
杉山幸司 様 H4 山村真里 様 H4 野島聡子 様 H6  芦部智也 様 H7 
石崎善泰 様 H7 久保見大祐様 H7 芦部恵理子様 H7 植村武史 様 H8 

菊井雅志 様 H8 中務勝行 様 H8 江坂拓单 様 H9 児玉卓也 様 H9 
角田義美 様 H9 佐山朊之 様 H10  梅田  郷 様 H11 谷口真一 様 H11 
所  勝裕 様 H11 佐山佳奈子様 H11 高橋一雄 様 H13 中嶋隆二 様 H13 
元岡宗紀 様 H13 武本泰幸 様 H14 大湊育美 様 H14   

 
 
 

クラブのホームページのお知らせ 
 
下記で開設しています。試合や連絡事項は以下で速報しております。 
OB・OG会専用のページには、パスワードが必要です。パスワードは「yumi」です。 
URL: http://www.d-archery.jp 

住所変更連絡などもＨＰより簡卖にできますのでご利用ください。 
 
 
 

OB・OG通信への要望 
 

OB・OG通信への要望などありましたら、最終ページアドレスまでどしどしお寄せ下さい。 
all_doshisha@kawamura-grp.co.jpのＭＬにて、試験的にＯＢ通信を配信しています。 
また、今後の経費削減策などを考える上で、メールマガジン化する事等を考えておりますが、OB・OG
通信を希望の方にはメール配信に切り替えても良いかご意見を頂けたら幸いす。今回からの通信が、
双方向通信になれば事務局の励みも増えると思います。 
 

 
 

ＤＣカード加盟者募集 
 

ＤＵＡＣのＯＢＯＧ会の会員証としてゴールドカードをお持ち下さい。 
 
会費納入手段としてご利用いただければ手数料無料にて会費を納入いただけます。 
また、ご利用されますと利用金額の 0.2％がクラブに還元されます。クラブの貴重な
財源として活用しています。詳しくは、理事長 河内敬雄までお問い合わせ下さい。 



 

試合結果 
 
2009年10月31日（土）  同志社大学対立教大学定期戦 試合形式：50m・30mラウンド 
 
【男子】                            【女子】     
金村（商3）  322,348,670            張間（スポ健2）308,339,647  
臼井（商2）  311,341,652            坂本（政策3）  289,326,615  
音無（商1）  307,343,650            穴田（文1）    275,322,597  
桐山（理工2） 
→MC北村（社1）267,344,611        和田（社2）    242,320,562    
荒井（商1）  264,313,577            森（文2）      244,312,556  
平松（商3）  271,306,577            山本（商2）           

猿渡（法2）  261,315,576            →MC藤井（商1）248,301,549  
濱田（文情1）264,309,573            政所（文3）    256,286,542  
甲斐切（経2）240,315,555            手塚（同女2）  255,286,541  
小川（理工2）249,306,555                 
石田（文情3）176,266,442                 
 
【男子】同志社大学4733点、立教大学4773点より、立教大学の勝利 
【女子】同志社大学2970点、立教大学2978点より、立教大学の勝利   
尚、平松・濱田・小川、森・政所・手塚はオープン参加です。 
 
2009年11月3日（火）同志社大学対関西学院大学定期戦 試合形式：50m・30mラウンド 
 

【男子】                            【女子】     
北村（社1）  321,342,663            足立（商1）  296,330,626 
土岐（経2）  308,340,648            青山（社3）  287,321,608 
松木平（経1）307,334,641            河津（社1）  287,321,608 
金村（商3）  302,338,640            藤井（商1）  265,330,595   
山本（社1）  303,325,628            井上（心理1）270,310,580 
井戸（政策2）253,315,568            佐藤（文情2）205,318,523 
伊藤（法2）  251,308,559            松村（法2）  213,296,508 
濱田（文情1）236,309,545            中嶋（理工1）   
泉（理工2）  230,287,517            →MC穴田（文1）231,270,501 
樋上（政策2）220,284,504       
中川（工3）  203,270,473     

 
【男子】同志社大学4891点、関西学院大学4671点より、同志社大学の勝利 
【女子】同志社大学2938点、関西学院大学2925点より、同志社大学の勝利 
尚、泉・樋上・中川、井上・佐藤・松村はオープン参加です。 
 
2009年11月14日（土）同志社大学対関西大学定期戦 試合形式：50m・30mラウンド 
 
【男子】                            【女子】     
金村（商3）  327,345,672            張間（スポ健2）325,341,666             
音無（商1）  325,346,671            足立（商1）  317,349,666             
北村（社1）  305,348,653            松本（経3）  305,343,648             



土岐（経2）  305,347,652            青山（社3）  285,326,611             

前田（経2）  311,337,648            河津（社1）  284,323,607             
山本（社1）  308,338,646            政所（文3）  283,311,594             
臼井（商2）  293,335,628            森（文2）    261,316,577             
荒井（商1）  287,323,610            和田（社2）  257,317,574             
猿渡（法2）  294,316,610                 
桐山（理工2）269,311,580                 
石田（文情3）229,296,525                 
 
【男子】同志社大学5180点、関西大学4926点より、同志社大学の勝利 
【女子】同志社大学3161点、関西大学3028点より、同志社大学の勝利 
尚、猿渡・桐山・石田、青山・政所・森はオープン参加です。 
 

2009年11月22日（日）同志社大学対立命館大学定期戦 試合形式：50m・30mラウンド 
 
【男子】                            【女子】     
金村（商3）  324,347,671            張間（スポ健2）320,337,657 
土岐（経2）  316,349,667            松本（経3）  320,335,655   
小黒（スポ健2）316,341,657          足立（商1）  310,334,644   
松木平（経1）316,338,654            坂本（政策3）282,338,620   
音無（商1）  308,344,652            穴田（文1）  270,312,582   
臼井（商2）  304,336,640            中嶋（理工1）267,314,581   
山本（社1）  299,328,627            山本（商2）  264,306,570 
黒木（工3）  294,326,620            和田（社2）  230,322,552   
小川（理工2）275,322,597     

樋上（政策2）229,299,528     
近藤（理工1）115,231,346     
 
【男子】同志社大学5188点、立命館大学4924点より、同志社大学の勝利 
【女子】同志社大学3158点、立命館大学3005点より、同志社大学の勝利 
尚、小川・樋上・近藤、中嶋・山本・和田はオープン参加です。 
 
2009年12月5～6日（土～日）第14回関西学生アーチェリーインドア選手権大会  予選 
試合形式：18m30射 
 
1日目 
【男子】                    【女子】     

北村（社1）  283            張間（スポ健2）275             
福田（商4）  281            河津（社1）    273 
音無（商1）  278            足立（商1）    270 
土岐（経2）  277            佐藤（文情2）  243 
前田（経2）  276            手塚（同女2）  240 
荒井（商1）  275       
小黒（スポ健2）273       
木下（経4）  271       
臼井（商2）  271       
古川（商4）  270       
松木平（経1）270       



山本（社1）  266       

小川（理工2）259       
甲斐切（経2）241     
濱田（文情1）239       
樋上（政2）  237       
桐山（理工2）220       
 
2日目 
【男子】                    【女子】     
宮下（工4）  289            松本（経3）  287             
金村（商3）  288            坂本（政3）  272 
高橋（商4）  271            青山（社3）  270 
外川（法4）  265            井上（心理1）269 

黒木（工3）  253            西川（文4）  267   
平松（商3）  242            藤井（商1）  267   
井戸（政2）  239            穴田（文1）  260 
泉（理工2）  238            和田（社2）  255 
石田（文情3）204            森（文2）    252   
伊藤（法2）  189            中嶋（理工1）251   
中川（工3）  176            政所（文3）  249 
近藤（理工1）171            山本（商2）  239   
冨田（理工1）148            松村（法2）  215 
 
よって予選ラウンドには木下・高橋・西川・福田・宮下・青山・金村・坂本・松本・臼井・小黒・土
岐・張間・前田・足立・荒井・井上・音無・河津・北村・松木平・藤井が進出します。 

 
2009年12月12～13日（土～日）第14回関西学生アーチェリーインドア選手権大会  決勝 
 
予選ラウンド 試合形式：18mラウンド 
 
【男子】                            【女子】     
宮下（工4）  289,285,574            足立（商1）  284,280,564 
北村（社1）  282,291,573            松本（経3）  279,282,561   
松木平（経1）284,284,568            西川（文4）  274,284,558 
福田（商4）  284,281,565            張間（スポ健2）273,273,546 
高橋（商4）  282,282,564            井上（心理1）274,271,545   
土岐（経2）  281,279,560            藤井（商1）  269,274,543   

音無（商1）  280,278,558            坂本（政3）  269,263,532   
臼井（商2）  275,282,557            河津（社1）  255,263,515   
古川（商4）  274,280,554            青山（社3）  249,254,503   
小黒（スポ健2）275,278,553     
荒井（商1）  273,278,551     
金村（商3）  277,270,547     
前田（経2）  267,274,541     
木下（経4）  286,271,537 
 
よって翌日の決勝ラウンドには高橋・福田・宮下・松本・臼井・土岐・張間・足立・井上・音無・北
村・松木平・藤井が進出します。 



 

決勝ラウンド 試合形式：18mオリンピックラウンド 
 
【男子】                          【女子】     
宮下（工4）        5位          松本(経3)        1位 
1回戦  vs山本（近畿大学）       1回戦  vs井上（同志社大学） 
115対110      勝利           116対112      勝利 
 
2回戦  vs森（近畿大学）         準々決勝  vs前山（近畿大学） 
115対111      勝利            112対111      勝利 
 
準々決勝  vs山本（甲单大学）     準決勝  vs足立（同志社大学） 
115対116      敗退            114（10）対114（9）    勝利 

 
北村（社1）        5位          決勝  vs大嶋（関西大学） 
1回戦  vs米田（関西大学）        114対111      勝利   
114対109      勝利 
                               足立（商1）        4位 
2回戦  vs尾村（近畿大学） 
113対110      勝利            1回戦  vs宮崎（大阪産業大学） 
                               103対101      勝利 
準々決勝  vs末武（近畿大学） 
115対116      敗退            準々決勝  vs森下（近畿大学） 
                               110対109      勝利 
福田（商4）        7位 

1回戦  vs千馬（桃山学院大学）   準決勝  vs松本（同志社大学） 
109対101      勝利            114（9）対114（10）    敗退 
 
2回戦  vs石井（関西大学）       3位決定戦  vs飯田（近畿大学） 
115対113      勝利            109対114      敗退   
 
準々決勝  vs丸山（近畿大学） 
114（9）対114（10）    敗退        張間（スポ健2）      9位 
 
臼井（商2）        21位         1回戦  vs飯田（近畿大学） 
                               113対114      敗退 
1回戦  vs仲本（近畿大学） 

110対114      敗退             井上（心理1）      10位 
 
松木平（経1）      25位          1回戦  vs松本（同志社大学） 
                                112対116      敗退   
1回戦  vs尾村（近畿大学） 
109対111      敗退             藤井（商1）        13位 
 
音無（商1）        26位          1回戦  vs松永（近畿大学） 
                                107対113      敗退   
1回戦  vs中村（近畿大学） 
109対114      敗退 



       

高橋（商4）        27位 
1回戦  vs山本（甲单大学） 
107対109      敗退 
       
土岐（経2)        30位 
1回戦  vs单(立命館大学) 
104対115      敗退       
 
   
2010年2月4日（木）第10回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会  予選 
試合形式：18mラウンド 
 

【男子】                            【女子】     
土岐（経2）285,289,574  6位         足立（商1）    284,272,556  8位             
福田（商4）282,281,563  24位        張間（スポ健2）277,279,556  9位 
北村（社1）281,280,561  30位        松本（経3）    272,280,552  12位 
音無（商1）279,280,559  34位        西川（文4）    270,267,537  25位             
高橋（商4）277,269,546  50位     
臼井（商2）270,269,539  64位   
 
よって、翌日の決勝トーナメントには土岐、福田、北村、足立、張間、松本 
が出場します。 
 
2010年2月5日（金）第10回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会  決勝 

試合形式：インドアマッチラウンド 
 
【男子】                        【女子】     
北村（社1）                    松本（経3） 
1回戦  vs末武（近畿大学）      1回戦  vs飯田（近畿大学) 
113対117      敗退           110対108      勝利 
 
福田（商4)                     準々決勝  vs松永（近畿大学）                         
1回戦  vs三原（中央大学)       110対115      敗退   
111対116      敗退               
                              張間（スポ健2） 
土岐（経2）                   1回戦  vs足立（同志社大学）                   

1回戦  vs单（立命館大学）     109対103      勝利 
110対113      敗退             
                             準々決勝  vs早川（日本体育大学） 
                             107対112      敗退   
 
                             足立（商1） 
                             1回戦  vs張間（同志社大学） 
                             103対109      敗退   
         
2010年2月21日（日）京都大学練習試合 試合形式：SH 
 



【男子】                          【女子】 

北村(社2)  317,348,665            足立(商2)  300,348,648 
前田(経3)  321,340,661            張間(スポ健3)304,341,645 
土岐(経3)  315,336,651            青山(社4)  301,319,620 
小川(理工3)300,336,636            藤井(商2)  282,331,613 
臼井(商3)  306,305,611            和田(社3)  258,315,573 
荒井(商2)  267,333,600            森(文3)    267,306,573 
浜田(文情2)282,315,597            中嶋(理工2)257,315,572 
甲斐切(経3)250,317,567            手塚(同女3)228,294,522 
井戸(政3)  246,314,560 
桐山(理工3)244,274,518 
樋上(政3)  221,277,498 
 

【男子】同志社大学4988点、京都大学4838点より、同志社大学の勝利 
【女子】同志社大学3099点、京都大学2730点より、同志社大学の勝利 
尚、井戸・桐山・樋上、森・中嶋・手塚はオープン参加です。 
 
 
2010年3月7日（日）大阪大学練習試合 試合形式：SH 
 
【男子】                          【女子】 
小黒(スポ健3)318,346,664          松本(経4)  309,347,656 
土岐(経3)  309,337,646            藤井(商2)  313,342,655 
臼井(商3)  309,330,639            足立(商2)  301,343,644 
松木平(経2)286,344,630            山本(商3)  275,330,605 

山本(社2)  299,330,629            森(文3)    248,308,556 
猿渡(法3)  299,326,625 
荒井(商2)  296,326,622 
小川(理工3)251,325,576 
濱田(文情2)242,279,521 
井戸(政3)  213,294,507 
甲斐切(経3)187,248,435 
 
【男子】同志社大学4976点、京都大学4730点より、同志社大学の勝利 
【女子】同志社大学3116点、大阪大学2707点より、同志社大学の勝利 
尚、小川・井戸・甲斐切はオープン参加です。 

 
＊連絡先＊ 

同志社大学体育会アーチェリー部  OB･OG渉外 黒木洋平 
TEL：06-6857-2575 

携帯：080-1451-1235 
Mail: all-that-glitter-is-not-gold@docomo.ne.jp 

 
同志社大学体育会アーチェリー部OB･OG会 理事長 河内敬雄 

TEL：072-683-0001 
携帯：090-3266-6920 

Mail: tkawachi@kawamura-grp.co.jp 


