
第 60 回 全日本学生弓道選手権大会 平成 24 年 8 月 14～16 日 
       於 名古屋ガイシホール 

 
＜男子団体戦予選＞（２８m 近的競技：５人１チーム１人４射計２０射） 

男子団体戦参加校 193 校のうち、予選的中上位 24 チームまでが男子団体戦決勝トーナメ

ントに進出致しました。以下は予選通過校 24 校の的中結果です。 

１７中 法政大学、明治大学、桜美林大学、天理大学、西日本工業大学、名古屋工業大学、 

 中央大学、愛知学院大学 
１６中  京都橘大学、早稲田大学、東日本国際大学 
１５中 立命館大学、岡山理科大学、甲南大学、東京大学、専修大学、宇都宮大学、慶應

 義塾大学、北海道大学 
 
※尚、１４中１１校で同中競射を行なった結果、 

大阪産業大学、國學院大學、東海大学、龍谷大学、岩手大学の決勝トーナメント進出が決

定致しました。 

 
＜男子団体戦＞ 

優勝    法政大学 （４年ぶり９度目） 

準優勝   桜美林大学 

第３位   早稲田大学 

射道優秀賞 桜美林大学 



 

＜女子団体戦予選＞（２８m 近的競技：３人１チーム１人４射計１２射） 

女子団体戦参加校 203 校のうち、予選的中上位 24 チームまでが女子団体戦決勝トーナメ

ントに進出致しました。以下は予選通過校 24 校の的中結果です。 

１０中 桜美林大学 
９中 近畿大学、大阪経済大学、同志社大学、金沢大学、日本大学、明治大学 
８中 国際武道大学、高千穂大学、東北学院大学、関西大学、札幌学院大学、甲南大学、

岡山理科大学、奈良女子大学、慶應義塾大学、大東文化大学、京都教育大学 
  
※尚、７中 29 校による同中競射を行った結果、 

佛教大学、國學院大学の決勝トーナメント進出が決定、 

また、同中一本競射を行なった結果、 

早稲田大学、鹿児島大学、東日本国際大学、福岡大学も決勝トーナメントに進出致しまし

た。  
＜女子団体戦＞ 

優勝    明治大学（１０年ぶり４度目） 

準優勝   甲南大学 

第３位   関西大学 

射道優秀賞 関西大学 

 



 
＜男子個人戦＞ 
                    一尺二寸的→   八寸的→ 

優勝 松高 広明 （福岡大学 ４年）      ｜ ○○○○○ ｜○○○×○×○○○ 

準優勝 徳永 淳 （法政大学 ２年）      ｜ ○○○○○ ｜○○○×○×○○× 

第3位 斉藤 孝司 （広島工業大学 ３年） ｜ ○○○○○ ｜○○○×× 

第4位 吉田 克磨 （東海大学 ３年）     ｜ ○○○○○ ｜○○○×× 

第5位 佐々木 貴広 (早稲田大学 ３年）   ｜ ○○○○○ ｜○○× 

第6位 潮田 駿  （愛知学院大学 ４年） ｜ ○○○○○ ｜○○× 

第7位 大竹 晃司 （中部大学 ３年）     ｜ ○○○○○ ｜○○× 

第8位 野田 章斗 （広島修道大学 ３年） ｜ ○○○○○ ｜○× 

第9位 石田 洋平 （法政大学 ２年） ｜ ○○○○○ ｜○× 

第10位 中島 和洋 （東北大学 ２年）｜ ○○○○○ ｜○× 

※ 第3位～第4位、第5位～第7位、第8位～第10位は遠近競射により決定しました。 
 
＜女子個人戦＞ 
                     一尺二寸的→   八寸的→ 
優勝  佐藤 千華 （中京大学 １年）    ｜ ○○○○○ ｜○○○○ 

準優勝 藤井 ちひろ（成城大学 ３年）    ｜ ○○○○○ ｜○○○× 

第3位 長谷川 絵鈴（桜美林大学 １年）   ｜ ○○○○○ ｜○○× 



第4位 内山 幸香 （関西学院大学 ２年） ｜ ○○○○○ ｜○× 

第5位 柴田 裕衣 （法政大学 １年）      ｜ ○○○○○ ｜○× 

第6位 清野 千尋 （東北学院大学 １年） ｜ ○○○○○ ｜○× 

第7位 本松 夏美 （西南学院大学 ２年） ｜ ○○○○○ ｜○× 

第8位 明石 育恵 （甲南大学 ４年）      ｜ ○○○○○ ｜○× 

第9位 中田 萌々 （茨城大学 ２年）     ｜ ○○○○○ ｜× 

第10位 松崎 いぶき（西日本工業大学 ３年）｜ ○○○○○ ｜× 

※第4位～第8位、第9位～10位は遠近競射により決定しました。 
  



第 43 回 全日本学生弓道遠的選手権大会  平成 24 年 8 月 17 日 
      於 名古屋大学山の上グラウンド 
 
60m 遠的競技：一次予選（2 射 1 中で通過）→二次予選（2 射皆中で通過）→決勝射詰め 
以下は決勝射詰めの結果です。 
 
男子の部 

優勝    山木 宏一郎（金沢工業大２年） ｜
１ｍ的

 ○○○○○ ｜
80 ㎝的→

○○○ 

準優勝   向本 啓太（天理大１年）    ｜   ○○○○○   ｜  ○○× 
第３位   澤田 裕輝（愛知大２年）    ｜   ○○○○○   ｜ ○× 
第４位   西川 諒次（大阪産業大４年）  ｜   ○○○○○  ｜ × 
第５位   内藤 良太（桜美林大１年）    ｜   ○○× 
 
※第５位は遠近競射により決定いたしました。 
 
女子の部 

優勝      田村 優佳（法政大学１年）   ｜
１ｍ的

○○○ 

準優勝    上田 静香（同志社大学３年）    ｜ ○○× 
第３位      中谷 早希（明治大学２年）    ｜ ○○× 
第 4 位     高橋 美沙希（愛知学院大学４年） ｜ ○× 
第５位     松葉 美香（名古屋工業大学２年） ｜ × 
 
※第 2 位～第 3 位の遠近競射を行った結果、第 2 位，第 3 位が決定いたしました。 
 


