


ようこそ、洋⼸部へ。

第65代⼥⼦リーダー

新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます。
皆さんの中には⼤学⽣活の4年間をどのように過ごそうか思案
している⽅も多いと思います。⼤学で何をしようか迷っている
⽅、我々と⼀緒に慶應義塾體育會洋⼸部で⽇本⼀を⽬指しませ
んか？
アーチェリーは⼤学から始めても全国⼤会に出場できる可能性
が⾼いスポーツであり、洋⼸部には共に⽇本⼀を⽬指し⾼め合
う仲間がいます。
洋⼸部での4年間は皆さんにとってかけがえのない⼈⽣の経験
になること間違いなしです。皆さんの⼊部を⼼よりお待ちして
います！

新⼊⽣の皆さん、この度はご⼊学おめでとうございます！
洋⼸部には、⾼校までの経験や男⼥、学部、学年の異なる様々
な部員が⼀緒になって、全国レベルで戦うことのできる環境が
整っています。これからはじまる⼤学⽣活で、新しい仲間とと
もに新しいチャレンジをしてみたい⽅にはぴったりの部活だと
思います！
まずは、ぜひ⼀度洋⼸部に⾜を運んでみてください。皆さんと
⼀緒に、⼀つの⽬標を⽬指して戦える⽇を⼼から楽しみにして
います。

新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます！
⾃⾝の⼊学から3年が経ったことに驚いています。
さて、皆さんが想像する⼤学⽣活はどんなものですか？
たくさん遊ぶ、資格を取る、未知の物事に挑戦する、というよ
うにさまざまでしょう。
洋⼸部には、⾃⾝の努⼒次第でそれらを全て充たせる環境があ
ります。「⼸を持ち⽮を放つ」この⾏為はテレビで⾒ることは
あってもなかなか経験できません。⼈⽣初の第⼀射はまさに
「感動」そのものです。
私は、皆さんとその感動を共有したい！対⾯してお話しする⽇
が楽しみです。射場で待っています。

第65代主将

第65代副将
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アーチェリーとは

戦 績

アーチェリーは、遠く離れた的の中⼼を狙って⽮を放ち、その得点を競う競技です。

同じ動きを繰り返し⽮を放つのは⼀⾒シンプルですが難しく、⾼得点を出すには卓越した
⼀定性と正確性、そして最後まで強く射ち続ける集中⼒が必要です。
⼸を安定して引き続ける体⼒、⽮を的に向かってまっすぐ放つ技術⼒、得点に⼀喜⼀憂せず
最後まで⾃⼰を失わずに射つ精神⼒の全てが求められます。

試合では出場選⼿の合計点を競い、より⾼い点数を出したチームが勝利します。
つまり、アーチェリーは個⼈競技でありながら、団体競技でもあるのです。

また、⼤学からアーチェリーを始めた⼈でもトップ選⼿を⽬指せることは、�
この競技の⼤きな魅⼒の⼀つです。

2022年度
全⽇本ターゲットアーチェリー選⼿権⼤会 男⼦5位�...�ナショナルチーム選考通過！
全⽇本学⽣アーチェリー個⼈選⼿権⼤会 男⼦7位
全⽇本学⽣アーチェリー東⽇本⼤会 男⼦7位
全⽇本フィールドアーチェリー選⼿権⼤会 男⼦3位
全⽇本学⽣フィールドアーチェリー選⼿権⼤会 男⼦5位・⼥⼦優勝
全⽇本学⽣室内アーチェリー個⼈選⼿権⼤会 ⼥⼦9位
関東学⽣アーチェリーインドア個⼈選⼿権⼤会 男⼦3位

2021年度
全⽇本学⽣フィールドアーチェリー選⼿権⼤会 男⼦7位・⼥⼦7位
関東学⽣アーチェリーフィールド個⼈選⼿権⼤会 ⼥⼦3位

2019年度
全⽇本ターゲットアーチェリー選⼿権⼤会 男⼦3位・4位
全⽇本学⽣室内アーチェリー選⼿権⼤会 男⼦9位

創部以来、私たちは常に「勝利」にこだわってきました。�
その姿勢は常に変わりません。
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全⽇本学⽣アーチェリー王座決定戦（過去優勝4回）
2020年 男⼦チーム9位 ⼥⼦チーム9位
2021年 男⼦チーム3位 ⼥⼦チーム8位�
2022年 男⼦チーム9位 ⼥⼦チーム9位�...�現在男⼥ともに1部リーグ



50年近く続いている伝統の試合で、
毎年熱い接戦が繰り広げられます。
秋期間には他にも同志社⼤学戦や
慶明戦など歴史ある試合があり、
スポーツの秋を彩ります。

年間スケジュール

1月

3月

10月

11月

9月

8月

12月

7月

6月

5月

4月

2月

リーグ戦期間

王座決定戦�

代交代

インカレターゲット
夏合宿

慶同定期戦
夏季オフ
東京六⼤学本戦
インカレフィールド
学連新⼈戦
早慶定期戦

ALL�KEIO
引退納射

冬季オフ

インカレインドア
春合宿

卒業⽣送別会

6⽉の王座への出場権をかけ、�
4⽉に夢の島アーチェリー場にて2試合
⾏います。�新⼈としてアーチェリーを
始めて1年のこの頃には、選⼿として
活躍できているかもしれません。

1年間のチームの集⼤成の場として、
選⼿、応援ともに⼀丸となって、�全⼒で優勝を勝ち取りに⾏きます。
毎年、この⼤会での勝利に向けて⽇々練習しています。過去に何度も
栄光を作り上げてきたのもこの⼤会です。

1⼈の⼤学⽣として個⼈で⽬指すのが
この⼤会です。
ここで結果を残すことができれば、
⽇本、そして世界が⾒えてくるでしょう�。

3年⽣戦、2年⽣戦、新⼈戦が開催され、
他⼤学の友達を作ることができます。

⾼校⽣、⼥⼦⾼⽣、⼤学⽣が⼀堂に会して⾏う、�
年に⼀度のイベントです。部員のご家族やOBの⽅も
多数いらして、�様々な⽅との繋がりを実感できる機会です。
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卒業後の進路
運輸・インフラ・⾦融・不動産・広告・マスコミ・商社など、卒業後の進路は多岐に渡ります。

⽇本、そして世界で活躍されている多数のOBの⽅々にバックアップを頂きながら、�
就職活動に全⼒で取り組むことができます。

部員の1⽇
基本的には週に5回、朝練(7:30〜10:00)があります。
1限がある場合は授業優先です。
授業期間中は⾃分でシフトを組み、
⾃分のオフの曜⽇を決めることができます。
⻑期休みの期間は、3〜4⽇に1度オフがあります。
また、試験前と夏・冬に1週間程度の⻑期オフがあります。 空きコマなどで練習ができるので、

1限があっても⾃分の予定に合わせて
たくさん練習ができます!

また、正規練習は朝だけなので、
午後は⾃由に使うことができます!
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1限がある場合 1限がない場合

スケジュール例



練習環境

時間のある休⽇に。授業の合間に。４年間、どんな時も
練習に打ち込める最⾼の環境が整っています。

-�広々とした射場
70Mと50Mの距離からは最⼤40名、�
30Mからは最⼤50名が同時に⾏射可能です。�
射場や部室には近射（的を使⽤せず、近距離から畳を射つこと）が
できる環境が整っているため、⾬や⾵の強い⽇でも練習を⾏えます。

-�夜でも練習可能なナイター設備完備
照明が設置されており、�暗い中でもアーチェリーをすることが可能です。
⾃分の時間割やスケジュールにあわせて夜でも練習を⾏えます。

-�充実した指導体制
豊富な経験を持つOBの⽅々に、コーチとして⽇々指導をして
いただいています。
経験者も未経験者も、�的確な指導で着実に上達していくことが
できます。

また、射場には多数の初⼼者⽤⼸具があり、初めのうちは
それぞれのペースに合わせて⼸の重さに慣れ、技術を⾝につける
ことができます。
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外部男子
34.1%

内部男子
34.1%

外部女子
22.7%

内部女子
9.1%

経験者男子
36.4%

未経験者男子
31.8%

未経験者女子
22.7%

経験者女子
9.1%

部員情報
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Q.�サークルと部活で迷っています...。
A.�部活はサークルに⽐べて拘束時間が⻑く、⼤学⽣活を思うように過ごせないイメージを持って
いる⽅も多いかもしれません。しかし、時間が決まっているからこそ、規則正しい、メリハリの
ある⽣活を送ることができます。また、洋⼸部ならアルバイトをすることもできます。
勉強との両⽴もしながらアーチェリーに打ち込むことができるため、充実した⼤学⽣活を送ること
ができます。

Q.�未経験者なのですが、⼸具を⼀通り揃えるにはどれくらい費⽤がかかりますか?
A.�個⼈差はありますが、およそ15〜35万円かかります。ですが、道具は最初に揃えてしまえば
それ以降ほとんど買い換える必要がなく、⼸具の購⼊も段階的に⾏っていくため、急にまとまった
⾦額が必要になることはありません。また、先輩の道具を借りることもできるため、さらに費⽤を
抑えることも可能です。

Q.�アーチェリー初⼼者や、これまで⽂化系の部活に所属していた⼈でも活躍できますか?
A.�もちろんです!�実際に、多くの⼈が⼤学からアーチェリーを始めて活躍しています。
アーチェリーはあまり⾝⻑や体格を選ぶ競技ではなく、またアーチェリーに必要な筋⾁はアーチェ
リーでしか鍛えられないため、⾼校までの経験にかかわらず、個⼈の努⼒次第でレベルアップする
ことができます。
洋⼸部でも、⽂化系の部活出⾝者も多く活躍しています。

Q.�学業やアルバイトとの両⽴はできますか?
A.�できます!�週に5回朝練(7:30〜10:00)がありますが、1限がある場合は授業優先です。
また、正規練習は朝のみなので、午後は勉強やアルバイトに充てることができます。

Q.�(⽂・商・経済・法)�三⽥キャンパスに⾏ってからは、どのように練習に通うのですか?
A.�⽇吉に通って練習をすることになります。⽇吉に通うときは体育会定期の発⾏を受けられる
ため、通学定期と同⽔準の割引料⾦で⽇吉に通うことができます。サークルでは定期の発⾏を受け
られないので、この点も体育会のメリットの⼀つです。

よくある質問

他にも分からないこと・知りたいことが
あれば、�お気軽にSNSのDMやメールなどに

ご質問ください！��
また、洋⼸部ホームページにもたくさんの
Q＆Aが載っていますので、�ぜひそちらも

ご確認ください！

8



「なぜ洋⼸部に⼊部しようと思いましたか？」
・⾼校時代の活動や結果に物⾜りなさを感じていたから（経験者）
・⼀番4年間打ち込めそうな競技・雰囲気だと思ったから（未経験）
・體育會に⼊ろうと思っていて先輩に知り合いがいたから（未経験）
・部員の⽅々の写真を⾒ていて良い⼈そうに感じられたから（未経験）
・同じ⾼校出⾝者が同期になりそうなことを知ったから（未経験）
・競技がかっこよかったから（未経験）
・先輩の雰囲気が落ち着いていて⾃分に合うと思ったから（未経験）
・正規練習は朝で、それ以外の⾃主練の時間などは融通が利くと聞いたから（未経験）
・新しいスポーツを始めたかったから（未経験）

「⼊部して半年〜1年が経ちますが、洋⼸部についてどう思いますか？」
・みんな暖かくて良い集団だと思う（経験者）
・独特な感性の⼈が多くて⾯⽩い、楽しい（経験者）
・先輩⽅も優しく、指導等もしていただけるため環境が整っていると感じる（未経験）
・適度に上下関係があったり、メールの作成⽅法などのマナーも学べてありがたい（未経験）
・アーチェリーという競技⾃体が⾮常に⾯⽩い（未経験）
・⽇本代表レベルの先輩など様々な部員にも恵まれている（未経験）
・練習が楽しく、先輩や同期との関係も良好で居⼼地が良い部活だと思う（未経験）
・體育會は上下関係が厳しいイメージがあったが、親⾝に相談に乗ってくださる先輩⽅がたくさん（未経験）
・皆んないい⼈で楽しい（未経験）

「未経験者に質問。未経験で體育會というとイメージしにくいところもあると
 思いますが、実際⼊部してみてどうでしたか？」
・練習時間は⻑いが、⼀緒にいる時間が⻑い分同期とも仲良くなれて競技としっかり向き合うことができる
・先輩との距離感がちょうど良いなと思う
・最初イメージしていた體育會に⽐べて初⼼者も⼊部しやすい部活だと思う
・⼊部前の印象ほど厳しくはなく、プライベートの時間も作りやすい
・厳しい上下関係があるイメージが強かったが、優しく全く理不尽に怒られるなどはなかった
・堅苦しくない

「アルバイトをしている⼈に質問。両⽴は出来ていますか？
 問題などはありましたか？」
・学部によっては時間が取りづらいかも（経験者）
・シフト⼊れすぎなければ問題ない（経験者）
・両⽴はできると思います！ただ、融通の効くバイトじゃないときついと感じる（未経験）
・出来ています、特に何も問題なく両⽴できます（未経験）

2022年度新⼊部員に聞いてみた！
洋⼸部の魅⼒
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「アーチェリーの魅⼒は何だと思いますか？」
・誰にでも活躍するチャンスがあるところ（経験者）
・射った瞬間の⼸の衝撃と爽快感、こればかりは実際にやってみないと分からない（経験者）
・かっこいいところ、団体戦の楽しさ（経験者）
・⾃分としっかり向き合うことができるところ（未経験）
・男⼥差、体格差、年齢差などの個⼈差に競技の結果が左右されにくいところ（未経験）
・適度に個⼈競技、適度に団体競技なところ（未経験）
・点数という指標があるため、他の競技に⽐べて⾃分の努⼒量がわかりやすい（未経験）
・⼀⾒地味に⾒えて⻑時間の集中が求められるハードさ、ストイックさ（未経験）
・射ってからその⽮が何点に⼊るかまでの⼀瞬の緊張感（未経験）
・単純に⾒えて奥深いところ（未経験）

「コロナ禍での練習において、練習の制限や、やりやすさ・やりにくさは
 どうでしたか？」
・正直練習についてはあまりコロナ禍の影響を感じなかった（経験者）
・特別にやりづらさは感じなかった（経験者）
・⾃分で好きな時間に練習を⾏える機会はあるが、練習場所に対して⼈数が制限されてしまうことの
 やりにくさはあった（未経験）
・マスクつけるのが少し⾯倒くさいくらいであまり問題はない（未経験）

「⼊部を考えている⼈にメッセージを！」
・⼊部したらかなりの充実感を得られると思うのでぜひ⼊部して充実した4年間を過ごしてほしいです！ 
（経験者）
・百考は⼀⾏にしかず、少しでも興味を持ったらぜひ体験を！（経験者）
・⼀緒に頑張りましょう！（未経験）
・⼸具の値段が⾼いなどはありますが、⼊部して後悔はないと思います
 ⼤学の4年間を費やす場所でもあるのでよく考えることをオススメしますが、迷っているなら騙されたと 
 思って⼊ってみてください（未経験）
・⼤学から始めても、全く遅いということはなく⼗分に楽しめる、本⼈の努⼒次第で試合にも出れる
 練習も朝なので、学業との両⽴も全く問題なし（未経験）
・スポーツに打ち込む経験と⼤学での良好な⼈間関係を育むのにぴったりの部活です（未経験）
・アーチェリーは⾃分⾃⾝と向き合える魅⼒的なスポーツです！１度⾒に来てみてください（未経験）
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洋⼸部は、アーチェリーの実射体験や練習⾒学をご希望の⽅を�
いつでも受け付けています。�経験者・未経験者ともに⼤募集中です！

少しでも興味のある⽅は、お気軽に下記連絡先までお問い合わせください！

洋⼸部公式HP�
https://www.keioarchery.com

新歓情報

HP LINE Twitter Instagram

KEIO�ARCHERY�INVITATION 2023�

Openchat


