
 佐賀県高体連アーチェリー専門部の事業の運営が無

事終了し、関係各位に感謝いたします。 

 昨年度末に行われた、JOC ジュニアオリンピックカ

ップ全国高等学校選抜大会アーチェリー競技において、

厳木高校が河上、宮原選手がミックス戦で初代チャン

ピオンの栄冠に輝きました。また、厳木高校・川上選

手がＵ－１７ナショナルチームのメンバーに選出され、

６月に行われた世界ジュニア選手権（キャデット部門）

に日本代表として出場しました。 

 来年に向けて、更なる競技力の向上と共に選手の健

全育成に尽力していきます。 

  

★平成２６年度 佐賀県高等学校新人ｱｰﾁｪﾘｰ大会 

  平成２６年１０月 ５日（日） 

   佐賀県立森林公園ｱｰﾁｪﾘｰ場 

男子団体 

優勝 高志館高等学校   

女子団体 

  優勝 厳木高等学校   

 男子個人 

  優勝 豆田 勇貴  高志館 ５９５点 

  ２位 乗田 隆亘  高志館 ５８９点 

  ３位 河上 智也  厳 木 ５７０点 

女子個人 

  優勝 宮原 唯希  厳 木 ５６０点 

  ２位 高島 美和  高志館 ５４５点 

  ３位 毛利恵里子  厳 木 ５１８点 

新人男子 

  優勝 香田 菖吾  高志館 ６２６点 

  ２位 古賀 太一  厳 木 ５７７点 

  ３位 吉川 拓摩  高志館 ５６９点 

新人女子  

  優勝 山田 理央  高志館 ５６５点 

  ２位 小林愛李咲  高志館 ５５７点 

３位 上瀧 香奈  高志館 ５１３点 

 

★平成２６年度 第３２回九州高等学校 

アーチェリー新人大会 

  平成２６年１０月１８日（土）～１９日（日） 

   佐賀県立高志館高等学校 グランド 

男子団体 

優勝  柏陵高校    (福岡) 

２位  大村工業高校  (長崎) 

３位  高志館高校   (佐賀) 

八代清流高校  (熊本) 

男子個人 

 優勝  河上 智也  厳 木 

 ６位  酒井 勇貴  高志館 

新人男子 

 ４位  香田 菖吾  高志館 

女子団体 

優勝  厳木高校    (佐賀) 

２位  折尾高校    (福岡) 

３位  佐世保商業   (長崎) 

女子個人 

  ３位  高島 美和  高志館 

新人女子 

  ６位  上瀧 香奈  高志館 

  ８位  山田 理央  高志館 

 

★Ｕ－１７ナショナルチーム選考会 

  平成２６年１１月１０日（月）～１２日（水） 

静岡県掛川市 つま恋  

 リカーブ男子 

４位 河上 智也  厳 木 

【Ｕ－１７ナショナルチーム メンバーに選出】 

 

★Ｕ－２０ナショナルチーム選考会 

平成２６年１１月１８日（火）～１９日（水）  

静岡県掛川市 つま恋  

リカーブ女子 

 １３位 宮原 唯希  厳 木 

 

★第３３回全国高等学校アーチェリー選抜大会 

  平成２７年３月２５日（水）～２８日（土） 

   静岡県掛川市 つま恋 

 男子予選ラウンド 

   ４位 河上 智也  厳 木 ６３５点 

  １９位 豆田 勇貴  高志館 ６１３点 

 男子決勝ラウンド 

  ベスト１６ 河上 智也  厳 木 

  ベスト３２ 豆田 勇貴  高志館 

 女子予選ラウンド 

   ６位 宮原 唯希  厳 木 ５９５点 

  ４５位 髙島 美和  高志館 ５２１点 

 女子決勝ラウンド 

  ベスト１６ 宮原 唯希  厳 木 

 Ｍｉｘ戦予選ラウンド 

   １位 佐賀県代表 

（河上・宮原 厳木）１２３０点 

 Ｍｉｘ戦決勝ラウンド 

   １位 佐賀県代表（河上・宮原 厳木） 



★平成２７年度 佐賀県高等学校総合体育大会 

平成２７年 ５月３０日(土)～５月３１日（日） 

佐賀県立森林公園ｱｰﾁｪﾘｰ場  

男子団体 

高志館 ４－０ 厳木 

   （８年連続 １６回目）  

女子団体 

厳木  ４－０ 高志館 

（２年連続 １２回目） 

男子個人 

   優勝 乗田 隆亘  高志館 

   ２位 岡島 秀明  高志館 

   ３位 酒井 勇貴  高志館 

女子個人 

   １位 宮原 唯希  厳 木 

   ２位 山田 理央  高志館 

   ３位 成富 千佳  高志館 

 

★平成２７年度 全九州高等学校体育大会 

第２１回 全九州高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会 

平成２７年 ６月２０日(土)～２１日（日） 

熊本県立八代清流高等学校グラウンド 

男子団体 

優勝  高志館高校    (佐賀) 

２位  八代清流高校   (熊本) 

３位  折尾高校     (熊本) 

大村工業高校   (長崎) 

男子個人 

 ３位  豆田 勇貴    高志館 

女子団体 

優勝  厳木高校     (佐賀) 

２位  折尾高校     (福岡) 

３位  大分東明高校   (大分) 

      宜野湾高校    (沖縄) 

 女子個人 

  優勝  宮原 唯希    厳 木 

 

★平成２７年度全国高等学校総合体育大会ｱｰﾁｪﾘｰ大会 

高円宮賜牌第４８回全国高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 

平成２７年８月６日（木）～９日（日） 

  奈良県立橿原公苑陸上競技場 

男子団体 

 決勝トーナメント 1回戦敗退 高志館高校 

男子個人 

 ベスト３２ 酒井勇貴・香田菖吾 高志館 

 

 

女子団体 

５位 佐賀県立厳木高等学校  

      （宮原・毛利・馬場・安東） 

★2015年世界ユース選手権大会 

 平成２７年６月９日～１２日 

会場:アメリカ・ヤンクトン 

リカーブ キャデット男子団体   

最終順位 

９位 日本  

リカーブ キャデット男子個人 

３３位 河上 智也 (日本） 


