
令和２年度リーグ戦的中率上位者 

 

＜男子＞ 

1位 小越 智就 （法政大学 4年） 0.975 

2位 吉澤 天志 （日本大学 4年） 0.950 

〃 堀内 伸晃 （日本大学 1年） 0.950 

〃 小口 琉矢 （明治大学 2年） 0.950 

5位 小松崎 勇佑 （日本大学 4年） 0.938 

〃 熊倉 拓磨 （日本大学 1年） 0.938 

7位 小林 研一郎 （慶應義塾大学 4年） 0.933 

8位 菅野 裕一朗 （日本大学 1年） 0.926 

9位 田城 征也 （法政大学 4年） 0.925 

〃 阿部 優斗 （法政大学 1年） 0.925 

〃 川嶋 一穂 （日本大学 3年） 0.925 

〃 元川 海徳 （明治大学 4年） 0.925 

 

 

新人賞 

1位 堀内 伸晃 （日本大学 1年） 

2位 熊倉 拓磨 （日本大学 1年） 

3位 菅野 裕一朗 （日本大学 1年） 

 

 

＜女子＞ 

1位 河内 あゆ （日本大学 1年） 0.917 

〃 西川 瑞紀 （専修大学 1年） 0.917 

3位 岡田 優里美 （日本大学 1年） 0.906 

4位 齋藤 真由 （明星大学 3年） 0.888 

5位 中村 由菜 （日本大学 2年） 0.875 

〃 森山 亜衣奈 （桜美林大学  2年） 0.875 

〃 中須 あれさ （日本体育大学 2年） 0.875 

8位 筧田 朱里 （日本大学  2年） 0.867 

9位 松本 萌 （東京農業大学 1年） 0.825 

10位 竹内 瑞希 （東京工業大学 3年） 0.813 

 

新人賞 

1位 河内 あゆ （日本大学    1年） 

〃   西川 瑞紀 （専修大学  1 年） 

3位 岡田 優里美 （日本大学  1年） 

東京都学生弓道連盟 



令和２年度リーグ戦皆中者 

 

＜男子＞ 

    小越 智就 （法政大学 4年） 対 早稲田 

                  対 明治 

田城 征也  （法政大学 4年） 対 桜美林 

宮川 友城  （法政大学 4年） 対 日本 

阿部 優斗  （法政大学 1年） 対 桜美林 

坪井 友希 （法政大学 1年） 対 桜美林 

   小松崎 勇佑 （日本大学 4年） 対 早稲田 

                  対 明治 

吉澤 天志  （日本大学  4年） 対 桜美林 

                  対 早稲田 

           熊倉 拓磨 （日本大学 1年） 対 法政 

           堀内 伸晃 （日本大学 1年） 対 早稲田 

齋藤 大友 （明治大学 4年） 対 法政 

小林 和真 （明治大学 3年） 対 日本 

小口 琉矢 （明治大学 2年） 対 日本 

                  対 早稲田 

加藤岡 拓実 （明治大学 1年） 対 日本 

野田 真平 （桜美林大学 4年） 対 明治  

   中島 大樹 （桜美林大学 2年） 対 法政 

小林 研一郎 （慶應義塾大学 4年） 対 中央 

                  対 早稲田 

本郷 一輝 （慶應義塾大学 4年） 対 中央 

金子 景太 （國學院大學 3年） 対 一橋 

   會田 雄大 （東京工業大学 4年） 対 東京理科 

   髙橋 尚史 （立正大学 4年） 対 東京理科 

   中宿 元太 （立教大学 2年） 対 東京農業・専修 

   

 

＜女子＞ 

   西川 瑞紀 （専修大学 １年） 対 國學院 

   齋藤 真由 （明星大学 3年） 対 青山学院 

   羽田 まいの （中央大学 4年） 対 明治・法政 
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