
 1 

 

男子北部リーグ男子北部リーグ男子北部リーグ男子北部リーグ(5(5(5(5月月月月 5555日日日日、、、、5555月月月月 9999日日日日    於：福岡大学弓道場於：福岡大学弓道場於：福岡大学弓道場於：福岡大学弓道場))))    

＜成績＞＜成績＞＜成績＞＜成績＞    

対 久留米大学    

高倉(3)       山本(3)  

阿南(3) ＋ 堀之内(3)  濱野(2)    堀(太)(2) ＋＋ 

堀之内(3)  堀(陽)(2) ＋ 堀(太)(2) ＋ ＋ 吉田(3)  

加藤(3)  若林(2)  堀之内(3)     

堀(太)(2) ＋ 加藤(3)      ＋ 

的中数 10  16/26  14/40 12/52  8/60 

 

九州大学   ６０中 

久留米大学  ６０中 よって引き分け 

 

対 九州産業大学    

高倉(3)        山本(3)  

新井(2) ＋＋ 堀之内(3)  濱野(2)   ＋ 阿南(3)  

堀之内(3)  堀(陽) (2)  堀(太) (2)  堀(陽) (2) ＋ 山口(3) ＋ 

加藤(3)  若林(2)  堀之内(3)      

堀(太) (2)  加藤(3) ＋       

的中数 11  12/23  14/37  13/50  13/63 

九州大学   ６３中 

九州産業大学 ７１中 よって九州産業大学の勝ち 

 

対 西日本工業大学    

高倉(3) ＋    ＋  ＋ 山本(3)  

山本(3)  堀之内(3)  濱野(2)   ＋＋ 阿南(3)  

堀之内(3)  堀(陽) (2) ＋ 堀(太) (2)  堀(陽) (2)  新井(2) ＋ 

加藤(3)  若林(2) ＋＋ 堀之内(3)      

堀(太) (2) ＋ 山本(3)  加藤(3)     ＋ 

的中数 13  12/25  13/38  10/48  12/60 

九州大学    ６０中 

西日本工業大学 ７８中 よって西日本工業大学の勝ち 

 

対 日本経済大学    
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高倉(3)    山本(3) ＋    ＋＋ 

山本(3)  堀之内(3)  濱野(2)  堀(太)(2)  阿南(3)  

堀之内(3)  堀(太)(2) ＋ 堀(陽)(2) ＋   新井(2) ＋ 

加藤(3)   阿南(3)  堀之内(3)     ＋ 

宮原(3) ＋＋ 山本(3)  加藤(3)      

的中数 13  12/25  13/38  14/52  8/60 

九州大学   ６０中 

日本経済大学 ７５中 よって日本経済大学の勝ち 

 

 

 

対 福岡大学    

高倉(3)   新井(2) ＋ 高倉(3) ＋ 山本(3)  高倉(3)  

山本(3) ＋ 濱野(2)   ＋ 堀(太)(2)  阿南(3) ＋ 

堀(陽)(2)  堀(太)(2)  若林(2)  吉田(3) ＋ 濱野(2)  

若林(2)  阿南(3) ＋ 堀之内(3)      

濱野(2) ＋＋ 加藤(3)        

的中数 8  13/21  12/33  14/47  13/60 

九州大学 ６０中 

福岡大学 ８２中 よって福岡大学の勝ち 

 

 

リーグ表リーグ表リーグ表リーグ表    

 A B C D E F 勝敗 総的中数 順位 的中率 

A九州大学  63 60 60 60 60 0勝 4敗 1分 303 6 60.6 % 

B九州産業大学 ○71   ○68  64 71 71 2勝 3敗 342 4 68.4% 

C久留米大学 60 63  57 64 67 0勝 4敗 1分 311 5 62.2% 

D西日本工業大学 ○78  ○75  ○75    ○72  84 4勝 1敗 384 2 76.8% 

E日本経済大学 ○75  ○76  ○75  67  62 3勝 2敗 365 3 73% 

F福岡大学 ○82  ○79  ○78  ○88  ○85   5勝 0敗 408 1 81.6% 

 

＜結果＞＜結果＞＜結果＞＜結果＞    

男子団体６位 
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西日本学生弓道選手権大会西日本学生弓道選手権大会西日本学生弓道選手権大会西日本学生弓道選手権大会(5(5(5(5月月月月 22222222日、日、日、日、23232323日日日日    於：別府アリーナ於：別府アリーナ於：別府アリーナ於：別府アリーナ))))    

    

＜成績＞＜成績＞＜成績＞＜成績＞    

男子男子男子男子    

団体予選 

山本(3)  ＋ 3 

高倉(3)   7 

堀(陽)(2)   6 

堀之内(3)   6 

加藤(3) ＋  4 

新井(2) ＋  6 

的中数 16 16 32 

九州大学 32中 

予選通過ライン 33中 

よって予選通過ならず 

 

個人予選 

阿南(3) ＋ 

吉田(3) ＋ 

濱野(2) ＋ 

山口(3) ＋ 

    

個人決勝 

高倉(3) × 

堀之内(3) × 

堀(陽)(2) × 

    

    

    

女子女子女子女子    

団体予選 

村山(2) ＋   5 

岩村(2) ＋ 永田(3)  3 

村松(3) ＋    4 

的中数 5  7 12 

九州大学 12中 

予選通過ライン 1４中 

よって予選通過ならず 

 

個人予選 

森川(2) ＋＋ 

 

 

 

 

＜＜＜＜結果結果結果結果＞＞＞＞    

男女とも予選落ち 

 

 

 

    

    


