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新⼊⽣の皆さん、この度はご⼊学おめでとうございます。

皆さんは4年間という⼤学⽣活の中で、何に打ち込み、何を成し遂げたいと考えて
いるでしょうか？�
洋⼸部は仲間と共に⾃分が成⻑できる場であり、競技を通して多くの経験をする�
ことができます。私は⼤学からアーチェリーを始め、楽しいこと苦しいこと両⽅�
ありましたが、仲間と⼀緒に勝利を⽬指して⽇々努⼒した経験は、�⾃分にとっての
財産になっています。

ぜひ皆さん⾒学にいらして、我が部の良さを⼀つでも感じてほしいです。��
部員⼀同お待ちしています。

新⼊⽣の皆様、ご⼊学誠におめでとうございます。

私たち洋⼸部は⼤学⽇本⼀を決める王座決定戦優勝を⽬指して⽇々、練習に励んで

います。経験者、未経験者、男⼥問わず同じ⽬標に向け、互いに切磋琢磨し活動

しております。

洋⼸部は⼤学4年間で⽇本⼀を今から⽬指せる稀有な體育會です。�
皆様の努⼒次第でどんな⾼みにも登ることは可能でしょう。

これから産まれる未来の⽇本⼀になる君たちと共に過ごせることを楽しみにして�
います。

新⼊⽣の皆様、ご⼊学誠におめでとうございます。

アーチェリーは経験者、未経験者関係なく四年間の⼤学⽣活の

使い⽅次第でどこまでも上を⽬指すことが出来るスポーツです。

何かに本気で打ち込む経験は何事にも代え難い宝物になると思い

ます。

私達と共に⽇本⼀を⽬指しませんか？

第64代主将

第64代副将

第64代⼥⼦リーダー

ようこそ、�
アーチェリーの世界へ

2
�



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。

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。

全⽇本学⽣アーチェリー王座決定戦（過去優勝4回）�
2017年�男⼦チーム5位
2018年�男⼦チーム8位
2019年�男⼦チーム14位、⼥⼦チーム13位�
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 …�現在男⼥ともに1部リーグ

2019年�
関東学⽣アーチェリーインドア個⼈選⼿権⼤会 男⼦13位・⼥⼦12位�
全⽇本学⽣室内選⼿権⼤会 9位�
全⽇本ターゲットアーチェリー選⼿権⼤会 3位�
全⽇本ターゲットアーチェリー選⼿権⼤会 4位

2020年
関東学⽣アーチェリーインドア個⼈選⼿権⼤会 男⼦15位

2021年
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�
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

戦績

アーチェリーとは

3
�



6⽉の王座への出場権をかけ、�2ヶ⽉
に渡り5試合を⾏います。�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�。

千葉の東京⼤学検⾒川�
グラウンドで2⽇に渡って�
⾏われます。新⼈戦も�
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。

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。

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月

3月

10月

11月

年間スケジュール
リーグ戦期間

9月

8月

12月

7月

6月

5月

4月

王座決定戦�

インカレフィールド

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

学連新⼈戦

早慶定期戦

ALL�KEIO
引退納射

冬季オフ

2月 インカレインドア

春合宿

卒業⽣送別会
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スケジュール例(1限がある場合) スケジュール例(1限がない場合)

練習は基本的に週に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。

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。�
夏休みや春休みなどの⻑期休暇中は、3〜4⽇に1度オフがあります。

また、試験前1か⽉程度と、夏と冬に1週間程度⻑期オフがあります。

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。

※新型コロナウイルス感染症の拡⼤を受け、現在は朝練を⾏わず、�
 射場での同時滞在⼈数・滞在可能時間に制限を設けて練習をしています。�
 ⾃分で⾃由にシフトを組めるため、対⾯授業やオンライン授業との両⽴も可能です。

部員の1⽇

卒業後の進路先

空きコマなどに練習ができるので、��
⾃分の予定に合わせてたくさん練習できます！�

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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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、技術を⾝に着けることができます。

練習環境
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実に半数の部員が⼤学からアーチェリーを始めています！

⼥⼦経験者

商学部

法学部

⽂学部

薬学部

経済学部

理⼯学部

総合政策学部

環境情報学部

⼥⼦未経験者

男⼦未経験者

男⼦経験者

内部⽣16⼈

男⼦校19⼈ ⼥⼦校9⼈

外部⽣26⼈

共学14⼈

��
4

��
11

��
17

部員情報
�
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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、午後はアルバイトや勉強に充てることができます。

A.�部活はサークルに⽐べ拘束時間が⻑く、⼤学⽣活を思うように過ごすことができない
イメージがあるかもしれません。しかし、時間が決まっているからこそ、規則正しく、

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可能

です。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、部活でも充実
した⼤学⽣活を送ることができます！

A.�もちろんです！�実際にこれまで多くの⼈が⼤学からアーチェリーを始め、活躍して
きました。�また、アーチェリーは⾝⻑や体格が重要視される競技ではなく、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ので、�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。⽂化系の部活出⾝者も多く活躍しています！

A.�⽇吉に通って練習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、
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。�サークルではこの定期の発⾏を
受けられないため、�この点も体育会のメリットの⼀つです！

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！

Q.�サークルと部活で迷っています...

Q.�学業やアルバイトと両⽴させることはできますか？

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することはでき
ますか？

Q.�SFC、また⽂・商・経・法学部が三⽥キャンパスに⾏ってからは、どのように練習するの
ですか？�

Q&A
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・厳しすぎず緩すぎないよい雰囲気だと思います（経験者）

・先輩も同期も優しく接してくれていて、體育會にしては厳しくないのではと思います（未経験）

・⼤学からでも始められる部活である点が唯⼀無⼆であり洋⼸部の良さだと思う（経験者）

・體育會部活にしては初⼼者も⼊部しやすい部活だと思う（未経験）�

・體育會と聞くと上下関係が厳しいイメージがあるが、そこまで厳しくなかったことに驚いた（経験者）

・様々なルールがあって�初めは⼾惑ったし、周囲も厳格な⽅が多いと感じて緊張していたが、すぐに慣れた 

（未経験）

Q.�学業やアルバイトとの両⽴はできていますか？

Q.�⼊部して半年から〜1年が経ちますが、洋⼸部についてどう思いますか？

Q.�未経験者に質問です。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？

・できています！アルバイトをしている⼈は多い印象があります（未経験）�

・両⽴させるためには時間を効率よく使うスキルが必要なので、�

⾃然とそのスキルが⾝につくと思う（経験者）�

・学業とのバランスを⾃分でコントロールしやすく、�

⽂武両道を⽬指すことができます（経験者）

・先輩⽅やコーチの⽅々が優しく教えてくださるので部活に馴染みやすい（未経験）�

・居⼼地がよく、良い仲間を作れる場所だと思います！（経験者）�

・やればやるだけ点数という形で結果が出るので、達成感を味わえます（経験者）�

・競技⾯だけでなく⼈間としても成⻑できる環境だと思います（経験者）�

・良い意味で體育會の⾊が強すぎない雰囲気だと感じた（未経験）�

・優しく⾯⽩い先輩が多いです！（未経験）�

・たくさん練習できるいい環境だと思います（経験者）

・⼤学でもアーチェリーを続けたいと思ったから（経験者）�

・⾼校でもアーチェリーをしていてこの競技に慣れ親しんでいたから（経験者）�

・新しいスポーツを始めたかったから（未経験）�

・⾼校の先輩に誘われて、⾏ってみたらたくさん褒めていただいて嬉しくなったから（未経験）

・もともと、アーチェリーは⾯⽩そうだと思っていたから（未経験）�

・YouTubeの新歓動画を⾒て⾯⽩そうだと感じたため（未経験）�

・⼤学から始めてもトップ選⼿を⽬指せると知ったから（未経験）�

・⼤学からアーチェリーを始めても努⼒次第で⼤きな⼤会に出れると聞いたから（未経験）�

・⼤学⽇本⼀を決める王座決定戦に出たかったから（経験者）

2021年度新⼊部員へのインタビュー
Q.�なぜ洋⼸部に⼊部しようと思ったのですか？
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・個⼈戦だけど、団体戦ならではの喜びも味わうことが出来るところ（経験者）�

・個⼈スポーツでもあるので、⾃分と向き合い1⼈でも練習ができるところ（経験者）�

・⼸具がかっこいいところ！⾃分好みの⼸具で射てる（未経験）�

・的のど真ん中に⽮が当たると気持ちいいところ（未経験）�

・努⼒した結果が顕著に現れるし、他校の⽣徒と交流できる（経験者）�

・射っていて爽快感があって気持ちいい（未経験）�

・練習量が進歩に直結し、努⼒した結果が点数という形で現れるところ（経験者）�

・⼀番静かで⼀番アツくなれるスポーツ（経験者）�

・練習すればするほど上達するので、⾃分の成⻑を明確に実感できるところ（未経験）

・アーチェリーはスポーツの得意不得意に関わらず、誰もが同じスタートラインに⽴って始められるスポーツだと

思います。もしスポーツをしたいけど悩んでいる⽅は、⼤学から新しくアーチェリーを初めてみてはどうですか？

（未経験）

・やる気ある⼈は誰でも⼤歓迎です。楽しいぞ！（経験者）�

・體育會としての敷居は低いと思います。⼤学からも全然始められるスポーツですし、今までのスポーツ経験がそ

れほど⼤きく差として出てこないところにその魅⼒があると思います。�體育會を検討している⽅も、�サークルに

しようと思っていた⽅も⼀度体験に来ていただきたいです！（経験者）�

・洋⼸部で⼤学⽣活を有意義なものにしよう！気軽に練習を⾒に来てください！（未経験）�

・コツコツ練習できる⼈におすすめ。10点に当たった時の爽快感は最⾼です！（経験者）�

・アーチェリーめっちゃ楽しいよ！⼀緒にがんばろう！（未経験）�

・體育會と聞いて⾃分なんかが⾏けるのかなって思わなくて⼤丈夫だよ！まずは気軽に⾒学しに来てね！誰でも⼤

歓迎です！（未経験）

・洋⼸部に⼊って⼀緒に⽇本⼀を⽬指そう！（経験者）

・全体での練習はあまり出来ませんでしたが、射場は使えたので他の部員とコミュニケーションを取りながら練習�

することができ、よかったと思います（経験者）�

・コロナ前の部活を知らないのでなんとも⽐較しづらいですが、コロナ禍でも熱意のある⼈はたくさん練習�

しています（未経験）�

・対⾯で制限なく活動できるに越したことはないけれど、コロナ禍なりに⼯夫して練習出来ているところが洋⼸部�

のいいところだと思います（経験者）�

・感染が拡⼤するとトレーニング中⼼の練習になることもあり⾟い時があったが、昨年の練習に関して不満はない�

です！（未経験）

・この状況でも感染対策をしっかりすれば⽐較的快適に練習をできることが多かったです（経験者）�

・⾃分の好きな時間に練習できたため、練習量は確保できていたと思う（経験者）�

・思ってた以上に楽しいです！（未経験）

Q.�アーチェリーの魅⼒は何だと思いますか？

Q.�⼊部を考えている⽅に向けてメッセージをお願いします！

Q.�新型コロナによりさまざまな制限のある中で練習を⾏ってきましたが、実際どうでしたか？
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「⽇本⼀」を獲ろう。

さあ、共に      



HP LINE

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ご連絡ください！

Twitter Instagram

洋⼸部公式HP�
https://www.keioarchery.com

KEIO ARCHERY INVITATION 2022

新歓情報


