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佐賀大学・長崎大学・九州大学定期戦佐賀大学・長崎大学・九州大学定期戦佐賀大学・長崎大学・九州大学定期戦佐賀大学・長崎大学・九州大学定期戦(3(3(3(3月月月月 12121212日日日日    於：大川市弓道場於：大川市弓道場於：大川市弓道場於：大川市弓道場))))    

男子男子男子男子    

Aチーム 

堀之内(2)   ＋   ７ 

堀(太)(1)     宮原(2)  ６ 

山口(2)      ８ 

濱野(1)      10 

新井(1)      ８ 

的中数 12  14/26  13/39  

 

Bチーム 

高倉(2)      ８ 

宮原(2)    堀(太)(1) ＋＋ ６ 

村上(2) ＋ 高下(1) ＋ 山本(2) ＋ ３ 

吉田(2) ＋ 堀(陽)(1)   ＋ ４ 

加藤(2)   ＋  ＋ ６ 

的中数 11  10/21  6/27  

 

Cチーム 

若林 (1) ＋ 橋脇(2) ＋   ４ 

堀(陽)(1)  吉田(2) ＋＋  ＋ ５ 

高下(1)  村上(2) ＋   ７ 

阿南(2)     ＋＋ ４ 

山本(2) ＋   高下(1) ＋ ５ 

的中数 11  6/17  8/25  

 

Dチーム 

永冨(1) ＋＋    ＋ ４ 

井ノ口(2)     ＋ ７ 

黒木(1) ＋＋     ＋ ３ 

平野(2) ＋  ＋＋  ＋＋ １ 

橋脇(2)  若林(1) ＋  ＋＋ ５ 

的中数 7  10/17  3/20  
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混成チーム 

田中(1) ＋ ＋ ＋ ３ 

 

女子女子女子女子    

aチーム 

村山(2) ＋  ＋  ＋ ４ 

村松(1) ＋  ＋   ５ 

岩村(1) ＋ 永田(2) ＋   ５ 

的中数 4  5/9  5/14  

ｂチーム 

永田(2)  岩村(1)   ＋ ７ 

鹿野(1) ＋  ＋＋  ＋＋ １ 

森川(1) ＋  ＋＋  ＋ ２ 

的中数 5  2/7  3/10  

    

結果結果結果結果    

男子団体優勝 男子 Aチーム 

女子団体２位 女子 aチーム 

 

    

    

三大学定期三大学定期三大学定期三大学定期戦（戦（戦（戦（3333月月月月 22222222日日日日    於：西南学院大学弓道場）於：西南学院大学弓道場）於：西南学院大学弓道場）於：西南学院大学弓道場）

男子男子男子男子    

Aチーム 

堀(太)(1)   ＋    ＋＋ ９ 

阿南(2)   ＋    ＋ 11 

吉田(2)     ＋ 高倉(2)  ８ 

濱野(1)   ＋     11 

新井(1) ＋  ＋   堀之内(2)  ９ 

的中数 13  10/23  14/37  11/48  
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Bチーム 

高倉(2)      吉田(2)  11 

堀之内(2) ＋     新井(1)  11 

若林(1) ＋ 永冨(1)   ＋ 平野(2) ＋＋ ４ 

田中(1)   ＋＋ 井ノ口(2) ＋  ＋＋ ４ 

山口(2)   ＋     ８ 

的中数 10  11/21  11/32  6/38  

Cチーム 

山本(2)     ＋   10 

宮原(2) ＋  ＋     11 

村上(2)        11 

高下(1) ＋  ＋＋ 橋脇(2) ＋  ＋ ４ 

加藤(2)        12 

的中数 13  9/22  12/34  14/48  

    

    

女子女子女子女子    

aチーム 

村山(2) ＋ ＋＋ ＋  ５ 

永田(2) ＋  ＋  ９ 

岩村(1) ＋ ＋ ＋   ７ 

的中数 4 4/8 5/13 8/21  

 

bチーム 

森川(1) ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋ １ 

鹿野(1) ＋ ＋＋ ＋＋   ３ 

的中数 1 0/1 0/1 3/4  

 

結果結果結果結果    

男女ともに入賞なし 
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福岡教育大学･九州大学定期戦（福岡教育大学･九州大学定期戦（福岡教育大学･九州大学定期戦（福岡教育大学･九州大学定期戦（3333月月月月 27272727日日日日    於：九州大学弓道場）於：九州大学弓道場）於：九州大学弓道場）於：九州大学弓道場）    

    

男子男子男子男子    

Aチーム 

高倉(2)      ８ 

阿南(2)      11 

宮原(2) ＋ 堀(太)(1)    ７ 

濱野(1) ＋     ８ 

山本(2) ＋ 新井(1)   ＋ ７ 

的中数 12  16/28  13/41  

 

Bチーム 

堀之内(2)     ＋ ７ 

堀(太)(1)  宮原(2) ＋   ９ 

村上(2) ＋ 若林(1)    ＋＋ ３ 

吉田(2)   ＋ 堀(陽)(1)  ７ 

新井(1)  山本(2)    ８ 

的中数 11  10/21  13/34  

 

 

Cチーム 

若林(1)  村上(2)    10 

堀(陽)(1)    吉田(2) ＋ ８ 

高下(1) ＋＋ 井ノ口(2) ＋＋  ＋ １ 

平野(2) ＋  ＋  ＋ ４ 

橋脇(2)     ＋ ６ 

的中数 12  8/20  9/29  

混成チーム 

山口(2) ＋   ７ 

田中(1) ＋ ＋ ＋ ３ 

加藤(2)    ８ 
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女子女子女子女子    

aチーム 

村山(2) ＋    ＋ ６ 

岩村(1) ＋  ＋＋ 森川(1) ＋ ２ 

永田(2) ＋＋    ＋ ５ 

的中数 3  6/9  4/13  

 

混成チーム 

森川(1) ＋  ＋ 岩村(1)  ５ 

    

個人個人個人個人    

黒木(1) ＋  ＋  ＋ ４ 

永冨(1) ＋  ＋  ＋ ４ 

井ノ口(2)  高下(1)    ９ 

    

結果結果結果結果    

男子団体優勝 男子 Aチーム 

女子団体優勝 女子 aチーム 

男子最多的中者 阿南 真太郎 

 

 

 


