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2002年の試合結果

平成１4年度（2002年）における，試合結果
を掲載しています。
?
?

ＯＢ戦
（１１月２３日 於 京都府立医科大学弓道場）
男子個人戦(８射)
優勝
泰松 淳矢（６中）
準優勝 ? 小泉 崇 （５中）
第三位 ? 中尾 龍太（５中）
（準優勝と三位は遠近法による）
女子個人戦(８射）
優勝
奥村 紗綾香(３中)
準優勝 ? 藤田 泰子 (３中)
第三位 ? 寺澤 恭子（３中）
（優勝は射詰準優勝と三位は遠近法による）

対大阪薬科大学戦
（１２月９日 於 京都府立 医科大学弓道場）
団体戦（１２０射）
優勝
大阪薬科大学Ａ
５９中
準優勝
京都府立医科大学Ａ ４８中
三位
大阪薬科大学Ｂ
４１中
男子個人戦
優勝
泉谷 康仁 （京府医１回生）１２中
準優勝
小泉 崇 （京府医１回生）１２中
第三位
林 洋平 （大薬大１回生）１２中
（優勝と準優勝は射詰・準優勝と三位は遠近法による）
優勝
準優勝
第三位

女子個人戦
山下紗智子 （大薬大２回生）１３中
花登 千明 （大薬大２回生）１２中
臼井 雅子 (大薬大２回生) ９中
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建国記念射会
（２月１１日 於 京都市武道センター 弓道場）
個人戦(一次予選３中以上・合計６中以上 で競射へ)
七位 ?? 朴 諄源 (京府医１回生)×○○○/○○○○/
××
他の京府医競射進出者 ：小泉 崇 （京府医１回生）○×○○/○○○×/
××
（七位は遠近法による）

三校戦
（４月１日 於 大阪医科大学弓道場）
男子団体戦（１２０射）
優勝 ? 奈良県立医科大学
準優勝 ? 京都府立医科大学
三位 ? 大阪医科大学

７３中
６５中
５５中

女子団体戦（６０射）

優勝 ??? 大阪医科大学???????? ２４中
準優勝 ? 京都府立 医科大学???? ２０中
三位 ??? 奈良県立医科大学???? １８中

男子個人 戦?????????
???????
???????

優勝
準優勝
三位

女子個人戦

優勝

藤並 潤?? （京府医３回生）
岸本 朋也（奈良医４回生）
石椛 寛芳（奈良医５回生）

五十嵐 杏子（奈良医４回生）
(準優勝・三位は該当者なし)

関西医歯薬学部学生弓道選手権大会
（４月６・７日 於 吹田市洗心館弓道場）
男子団体戦（１２０射）
優勝
京都府立医科大学
７７中
準優勝 奈良県立医科大学
６６中
女子団体戦（６０射）

優勝 ?? 三重大学???????????? ４０中
準優勝 奈良県立医科大学???? ２６中
・
・
・
七位
京都府立医科大学
１５中

団体戦最多的中賞（男子）
団体戦最多的中賞（女子）
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男子個人戦????????????
優勝
???????? ?? 準優勝
?????? ?? 三位

本橋 宜和?? （大医大）
奥田 勝也?? （大歯大）
小川 拓
（大医大）

女子個人戦

藤田 尚子 （奈良医）
奥村 頼子 （岐阜大）
松本 彩香 （三重大）

?? ?? 優勝
?? 準優勝
?? 三位

対東京慈恵会医科大学戦
（４月２９日 於 京都府立 医科大学弓道場）
団体戦（１２０射）
??? 優勝 ? 京都府立医科大学
????? 準優勝 東京慈恵会医科大学 ?

６１中
４０中

男子個人戦
??? 優勝? 中尾 龍太? （京府医５回生）１４中
????????????????????????? 準優勝? 原山 幸久? （慈恵医２回生）１２中
??? 三位 久保田浩史? （京府医６回生）１２中
（準優勝と３位は遠近法による）
女子個人 戦
???????? 優勝 倉田 香織 （京府医６回生） ９中
???????????????????????????????? 準優勝? 藤田 泰子? （京府医２回生） ９中
???? 三位 森井 芙貴子（京府医２回生） ７中
（優勝と準優勝は射詰による）
新人賞

?????? 原山 幸久? （慈恵医２回生）１２中

最高学年賞

??? 久保田浩史? （京府医６回生）１２中

京都学生弓道選手権大会
（５月１１・
１２日 於 同志社大 学弓道場）
団体戦予選（２０射） ??????? 京都府立医科大学 Ａ??
１０中
??????????????????????? ?????????????? 京都府立医科大学 Ｂ?
４中
??????????????????????? ?????????????? 京都府立医科大学 Ｃ??
６中
全て予選落ち（予選通過は１１中・競射６中（１０射）以上又は１２中
以上）
試合結果
????????

??
???

優勝? ? 立命館 Ｂ
準優勝 ? 立命館 Ｃ
三位 ? 同志社 Ａ

京府医個人戦予選通過者(４射３中以上)
藤並 潤 (３回生) 決勝射詰の結果：×
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関西学生弓道選手権大会
（５月２５、２６日? 於? グリーンアリーナ神戸）
男子団体戦予選（２０射） ????????? 京都府立医科大学 Ａ ?
９中
?????????????????????????? ????????
京都府立医科大学 Ｂ
６中
?????????
京都府立医科大学 Ｃ
８中
全て予選落ち（予選通過は１１中・競射７中（１０射）以上又は１２中
以上）
女子団体戦予選（１２射） ??????? 京都府立医科大学 Ａ
?
京都府立 医科大学 Ｂ
?????????????????????
????????
京都府立医科大学 Ｃ
全て予選落ち（予選通過は８中以上）

１中
６中
５中

京府医個人戦予選通過者(４射３中以上)
中尾 龍太（５回生）決勝射詰の結果：○○○○○○ ×
齊藤 朋人（４回生）決勝射詰の結果：○○○○×
山端 朋子（３回生）決勝射詰の結果：○×
男子団体
?
?
女子団体
?
?

試合結果
優勝
準優勝
三位

立命館C
関西学院大学A
近畿大学A

優勝
準優勝
三位

近畿大学A
佛教大学A
関西学院大学C

大阪薬科大学戦
（６月９日 於 大阪薬科大学）
団体戦（１００射）

優 勝 京都府立医科大学Ｂ
準優勝 大阪薬科大学Ａ
第三位 京都府立 医科大学Ｃ

４６中
４２中
４１中

男子個人戦

優 勝 齊藤 朋人 （京府医４回生）１４中
準優勝 石原 陽介 （京府医３回生）１２中
第三位 吉川 勝広 （大薬大３回生）１２中
（準優勝と第三位は遠近法による）

女子個人戦

優 勝 藤田 泰子 （京府医２回生）１４中
準優勝 山下 紗智子（大薬大３回生）１２中
第三位 西村 美玲 （大薬大３回生）１１中
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奈良県立医科大学戦
（６月２２日 於 奈良県立医科大学）
男子団体戦（１２０射） 優 勝 奈良県立医科大学
準優勝 京都府立医科大学
女子団体戦（６０射）

優 勝 京都府立医科大学Ａ
準優勝 奈良県立医科大学Ｂ
第三位 奈良県立医科大学Ａ

６３中
３９中
２９中
２６中
２３中

男子個人戦

優 勝 勝又 聡彦 （京府医１回生）
（準優勝・第三位は該当者なし）

女子個人戦

優 勝 西川 晶子 （奈良医２回生）
準優勝 西山 敦子 （奈良医２回生）
第三位 藤田 泰子 （京府医２回生）

近畿医科学生弓道選手権大会
（７月３０日 於 奈良県立医科大学）
男子団体戦（１２０射） 優 勝 奈良県立医科大学
準優勝 京都府立 医科大学
第三位 大阪医科大学

７３中
７１中
６０中

女子団体戦（６０射） 優 勝 三重大学
準優勝 奈良県立医科大学
第三位 大阪医科大学
第四位 京都府立 医科大学

３１中
２６中
２０中
１５中

男子個人戦

優 勝 千原 英夫 （大医大３回生）
準優勝 泉谷 康仁 （京府医２回生）
第三位 伊藤 眞廣 （奈良医５回生）

女子個人戦

優 勝 鷲尾 桂加 （京府医３回生）
準優勝 藤田 泰子 （京府医２回生）
第三位 今北 菜津子（奈良医２回生）

西日本医科学生総合体育大会 弓道部門
（８月１〜４日 於 浜松アリーナ）
男子団体戦（１２０射） 優 勝 浜松医科大学
準優勝 九州大学
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第三位 熊本大学
女子団体戦（６０射） 優 勝 岡山大学
準優勝 高知医科大学
第三位 徳島大学
男子個人戦

６６中
３２中
２６中
２３中

最優秀射技賞 中尾 龍太（５回生）

????女子個人 戦????????????????該当者なし???????????????????????????????????????????????

奈良医大看護短大戦（医短・看護）
（８月６日 於 奈良県立医科大学）
個人戦

優 勝 石井 陽子 （京府医看１回生）
準優勝 小俣 宏子 （京府医看１回生）
第三位 藤井本 知子（奈良看短１回生）

大阪薬科大学戦（医短・看護）
（８月１２日 於 京都府立医科大学）
団体戦（１２０射）

男子個人 戦
女子個人戦

優 勝 大阪薬科大学Ａ
準優勝 京都府立医科大学Ａ
第三位 大阪薬科大学Ｂ

５４中
３７中
３６中

優 勝 林 洋平 （大薬大２回生）１６中
準優勝 杉本 貴洋 （大薬大２回生）１３中
優 勝 山下 紗智子（大薬大３回生）１３中
準優勝 堂本 路子 （大薬大２回生）１１中

関西学生リーグ戦
（男子）４部リーグＢブロック（１６０射）

第一戦 対 大阪外国語大学
（９月２２日 於奈良教育大学）
先攻 ○京都府立 医科大学
後攻 ●大阪外国語大学
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第二戦 対 大阪学院大学
（１０月６日 於京都府立医科大学）
先攻 ○京都府立 医科大学
後攻 ●大阪学院大学

９２中
５７中

第三戦 対 奈良教育大学
（１０月１３日 於京都府立医科大学）
先攻 ○京都府立 医科大学
後攻 ●奈良教育大学

７８中
７３中

第四戦 対 大阪電気通信大学
（１０月２０日 於京都府立医科大学）
先攻 ○京都府立 医科大学
後攻 ●大阪電気通信大学
最終成績 ４勝０敗 １位

８４中
６３中
リーグ入れ替え戦へ

入れ替え戦 対 大阪経済法科大学
不戦勝
３部リーグ昇格決定

（女子）５部リーグＡブロック（８０射）

第一戦 対 京都女子大学
（９月１５日 於京都府立医科大学）
先攻 ●京都女子大学
後攻 ○京都府立 医科大学

３０中
３５中

第三戦 対 奈良県立医科大学
（９月２９日 於奈良県立医科大学）
先攻 ●奈良県立医科大学
後攻 ○京都府立 医科大学
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第五戦 対 兵庫教育大学
（１０月１３日 於京都女子大 学）
先攻 ●京都府立 医科大学
後攻 ○兵庫教育大学

３０中
３５中

優勝決定戦 対 兵庫教育大学
（１０月２７日 於京都女子大 学）
先攻 ○京都府立 医科大学
後攻 ●兵庫教育大学
最終成績 ２勝１敗 １位

３７中
２４中

リーグ入れ替え戦へ

入れ替え戦 対 神戸女子大学
（１１月３日 於姫路獨協大学）
先攻 ○神戸女子大学
後攻 ●京都府立医科大学

３５中
２９中

５部リーグ残留決定

奈良医大看護短大戦（医短・看護）
（１１月１０日 於 京都府立医科大学）
団体戦（８０射） 優 勝 京府医医短・看護Ａ
２０中
準優勝 京府医医短・看護Ｂ
１９中
第三位 奈良県立医科大学看護短期大学部
９中
個人戦

優 勝 石井 陽子 （京府医看１回生）
準優勝 寺澤 恭子 （京府医短２回生）
第三位 出野 由美子（京府医短２回生）

?
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