
高等学校アーチ ェ リー部 2003/5/21

高校の ク ラブの 場合、部員の 減少な ど に よって 廃部や 休部の 可能性が あ る の で 現時点で 存在して い る の か は 確認す る 必要が あ り ます 。高校の ク ラブの 場合、部員の 減少な ど に よって 廃部や 休部の 可能性が あ る の で 現時点で 存在して い る の か は 確認す る 必要が あ り ます 。高校の ク ラブの 場合、部員の 減少な ど に よって 廃部や 休部の 可能性が あ る の で 現時点で 存在して い る の か は 確認す る 必要が あ り ます 。高校の ク ラブの 場合、部員の 減少な ど に よって 廃部や 休部の 可能性が あ る の で 現時点で 存在して い る の か は 確認す る 必要が あ り ます 。
また 入手した 情報は す べ て をあ らわ して い る わ け で は な い の で ，載って い な い も の あ り ます ことは 前も って ご 了承くだ さい 。また 入手した 情報は す べ て をあ らわ して い る わ け で は な い の で ，載って い な い も の あ り ます ことは 前も って ご 了承くだ さい 。また 入手した 情報は す べ て をあ らわ して い る わ け で は な い の で ，載って い な い も の あ り ます ことは 前も って ご 了承くだ さい 。また 入手した 情報は す べ て をあ らわ して い る わ け で は な い の で ，載って い な い も の あ り ます ことは 前も って ご 了承くだ さい 。
全国高体連アーチ ェ リー専門部 http://www.asahi-net.or.jp/̃si7o-sk/
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地区 都道府県 学校名 備考1 備考2 備考3
北海道 北海道 札幌啓北商業高等学校 http://www.keihoku-ch.sapporo-c.ed.jp/ http://www.keihoku-ch.sapporo-c.ed.jp/zennichi/club/bukatu.htm
北海道 北海道 帯広三条高等学校 http://city.hokkai.or.jp/̃peaceweb/photos/photo05.html
北海道 北海道 札幌月寒高等学校 http://www.city.sapporo.jp/toyohira/map/shisetsu/9/
東北 青森 三本木農業高等学校
東北 青森 青森山田高等学校　 http://www.aomori-yamada-hs.ac.jp/ http://www.aomori-yamada-hs.ac.jp/ARCHERI.HTML
東北 青森 青森東高等学校　
東北 青森 名久井農業高等学校 http://www.nakui-ah.ed.jp/̃nakui/ http://www.nakui-ah.ed.jp/̃nakui/campas.htm
東北 青森 八戸工業大学第一高等学校
東北 青森 青森県立七戸高等学校 
東北 秋田 秋田県立秋田南高校 http://www.akita-c.ed.jp/̃sch11115/
東北 秋田 秋田県立大館鳳鳴高校 http://www.hyogo-c.ed.jp/̃homei-hs/
東北 秋田 平成高等学校 http://www.rnac.ne.jp/̃heiseihs/
東北 岩手 盛岡白百合学園中学高等学校 http://morioka-shirayuri.morioka.iwate.jp/
東北 岩手 岩手県立住田高等学校 http://www.pref.iwate.jp/̃hp4501/gyoumu/school/sumida/sumi1.htm http://www.pref.iwate.jp/̃hp4501/gyoumu/school/sumida/sumi2.htm
東北 岩手 盛岡工業高等学校
東北 岩手 花巻東高等学校 http://www.hanamakihigashi-h.ed.jp/ http://www.hanamakihigashi-h.ed.jp/kagai.html
東北 岩手 種市高等学校(未加盟）
東北 福島 田村高等学校
東北 福島 福島南高等学校 http://www.fukushimaminami-h.fks.ed.jp/ http://www.fukushimaminami-h.fks.ed.jp/clabuiin/bukatsudou/bukatsudou.html#
東北 福島 福島高等学校 http://www.gakufuku-h.fks.ed.jp/welcome.htm
東北 山形 山形県立鶴岡北高等学校 http://www.h2.dion.ne.jp/̃seimon/turukita.htm
東北 山形 鶴岡中央高等学校　
東北 山形 天真学園高等学校 http://www.dewa.or.jp/tenshin/ http://www.dewa.or.jp/tenshin/box/bukatu/bukatu.html
東北 山形 鶴岡工業高等学校 http://www.h2.dion.ne.jp/̃seimon/turuko.htm
東北 山形 鶴岡南高等学校
東北 宮城 仙台工業高等学校　 http://www.miyagi.ed.tao.go.jp/sendai-t/ http://www.miyagi.ed.tao.go.jp/sendai-t/SubPage/seitokai/NEW9.htm
東北 宮城 米谷工業高等学校 http://maiya-th.myswan.ne.jp/ http://maiya-th.myswan.ne.jp/hp003/bukatudo.html#atye
東北 宮城 東陵高等学校　　 http://www.mwnet.or.jp/̃toryo/ http://www.mwnet.or.jp/̃toryo/bukatu/archery.htm
関東 東京 麻布高等学校 http://www.azabu-jh.ed.jp/hyoushi/hyoushi.htm http://www.azabu-jh.ed.jp/club/club.htm#アーチ ェ リー部
関東 東京 文京女子大学高等学校 http://www.hs.u-bunkyo.ac.jp/
関東 東京 淑徳高等学校 http://www.shukutoku.ed.jp/main.html http://www.shukutoku.ed.jp/campus.html
関東 東京 日工大東工
関東 東京 国士舘高等学校 http://www.kokushikan.ac.jp/kouhou/schools/koukou/futsu/index.html
関東 東京 日本大学豊山高等学校 http://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/
関東 東京 早稲田大学高等学院 http://www.waseda.ac.jp/gakuin/index-j.html
関東 神奈川 永谷高等学校 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/syokai/tokusyoku/y-nanbu/nagaya/nagaya.htm http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kenritu/club/gakku/y-nanbu/nagaya/01/nagaya.htm
関東 神奈川 横浜高等学校 http://www.iijnet.or.jp/yokohama/senior/senior.html http://www.iijnet.or.jp/yokohama/senior/club/club.html
関東 神奈川 清水ヶ丘高等学校 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/syokai/tokusyoku/y-nanbu/simizu/simizu.htm
関東 神奈川 小田原城内高等学校 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/syokai/tokusyoku/kensei/jonai/jonai.htm
関東 神奈川 三浦学苑
関東 神奈川 東海大学付属相模高等学校 http://www.tokai.ed.jp/sagami/ http://www.tokai.ed.jp/sagami/Archery.htm
関東 神奈川 慶應義塾高等学校 http://www.hs.keio.ac.jp/ http://www.hs.keio.ac.jp/extra_activity.htm
関東 千葉 千葉黎明高等学校 http://www.chiba-fjb.ac.jp/reimei/ http://www.chiba-fjb.ac.jp/reimei/bukatsu.html
関東 千葉 千葉英和高等学校 http://www.chiba-eiwa.yachiyo.chiba.jp/indexj.html http://www.chiba-eiwa.yachiyo.chiba.jp/student/club1.html
関東 千葉 拓大紅陵高等学校 http://koryo.ed.jp/index2.html http://koryo.ed.jp/club/bukatsu02.html
関東 千葉 千葉県立津田沼高等学校 http://www.seaple-n.icc.ne.jp/̃tsuda-hs/ http://www.seaple-n.icc.ne.jp/̃tsuda-hs/bukatudou.htm
関東 千葉 千葉県立生浜高等学校 http://www.edu.pref.chiba.jp/hschool/012/
関東 千葉 志学館高等部 http://www.shigakukan.ed.jp/home/index.html
関東 埼玉 埼玉県立宮代高等学校 http://www2.odn.ne.jp/miyakou/index.html http://www2.odn.ne.jp/miyakou/bukatu/archery.htm
関東 埼玉 大宮開成高等学校 http://www.omiyakaisei.ed.jp/ http://www.omiyakaisei.ed.jp/clife/club/undo/c_undou.html
関東 埼玉 埼玉県立宮代高等学校 http://www2.odn.ne.jp/miyakou/ http://www2.odn.ne.jp/miyakou/bukatu/archery.htm
関東 埼玉 所沢中央高等学校
関東 茨城 水城高等学校 http://www.suijo.ac.jp/
関東 栃木 栃木県立馬頭高等学校 http://www.bato-h.ed.jp/ http://www.bato-h.ed.jp/
関東 栃木 栃木県立鹿沼東高等学校 http://www.kanumahigashi-h.ed.jp/
関東 群馬 高崎商科大学附属高等学校 http://www.tuc.ac.jp/hs/ http://www.tuc.ac.jp/hs/club2/cclub.htm
関東 群馬 群馬県立沼田女子高等学校 http://www.edu-c.pref.gunma.jp/gakko/kou/numajyo/ http://www.edu-c.pref.gunma.jp/gakko/kou/numajyo/campuslife.htm
関東 群馬 群馬県立安中実業高等学校 http://www.edu-c.pref.gunma.jp/gakko/kou/anjitu/ http://www.edu-c.pref.gunma.jp/gakko/kou/anjitu/2001/bu/buindex.htm
関東 群馬 前橋市立前橋高等学校 http://www.edu-c.pref.gunma.jp/gakko/kou/maeichi/ http://www.edu-c.pref.gunma.jp/gakko/kou/maeichi/club.html
関東 群馬 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 http://www2.wind.ne.jp/takakeifu/
関東 山梨 山梨県立甲府第一高等学校 http://www.first.kai.ed.jp/index1.htm
北信越 新潟 敬和学園高等学校　 http://www.keiwa-h.ed.jp/ http://www.keiwa-h.ed.jp/page_schoolinfo.html
北信越 新潟 新潟産業大学附属高等学校
北信越 新潟 新潟県立長岡工業高等学校 http://www6.ocn.ne.jp/̃nths-int/opening.html http://www6.ocn.ne.jp/̃nths-int/school/bukatu/tyocul.htm



北信越 新潟 新潟県立燕工業高等学校 http://www.tsubame-th.ed.jp/ http://www.tsubame-th.ed.jp/undou.htm
北信越 長野 篠ノ井高等学校 http://www.nagano-c.ed.jp/shino-hs/ http://www.nagano-c.ed.jp/shino-hs/f_seito.htm
北信越 長野 上田西高等学校 http://www.uedanishi.ed.jp/homepage/html/index.htm http://www.uedanishi.ed.jp/homepage/html/taiiku.html
北信越 富山 富山県立泊高等学校 http://www.tym.ed.jp/sc319/ http://www.tym.ed.jp/sc319/link04/index.html
北信越 富山 富山県立魚津工業高等学校 http://www.uozu-th.tym.ed.jp/ http://www.uozu-th.tym.ed.jp/club/index.html
北信越 富山 高岡龍谷高等学校 http://www.takaokaryukoku-h.ed.jp/ http://www.takaokaryukoku-h.ed.jp/info/clubs/sports/archery/index.html
北信越 福井 福井県立金津高等学校 http://www.kanazu-h.ed.jp/ http://www.kanazu-h.ed.jp/bukatudou/bukatufram.htm
北信越 福井 福井県立高志高等学校 http://www.koshi-h.ed.jp/ http://www.koshi-h.ed.jp/bukatu/archery/buin03.jpg
北信越 福井 福井県立丹南高等学校 http://w3.fukui.schoolnet.gr.jp/tannan-hs/
北信越 石川 石川県立金沢向陽高等学校 http://www.ishikawa-c.ed.jp/̃kouyoh/ http://www.ishikawa-c.ed.jp/̃kouyoh/club/club.html
北信越 石川 石川県立柳田農業高等学校 http://www.ishikawa-c.ed.jp/̃yanagh/ http://www.ishikawa-c.ed.jp/̃yanagh/pages/clubs.htm
近畿 京都 京都府立工業高等学校 http://www1.kyoto-be.ne.jp/kyoto-ths/ http://www1.kyoto-be.ne.jp/kyoto-ths/activities/club/archery/home.html
近畿 京都 京都府立莵道高等学校 http://www1.kyoto-be.ne.jp/todou-hs/ http://www1.kyoto-be.ne.jp/todou-hs/acheri.html
近畿 京都 同志社高等学校 http://www1.doshisha.ac.jp/̃high/ http://www1.doshisha.ac.jp/̃high/club.html
近畿 京都 京都市立洛陽高等学校 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/rakuyo/ http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/rakuyo/life/frame.html
近畿 京都 同志社女子高等学校 http://www.girls.doshisha.ac.jp/ http://www.girls.doshisha.ac.jp/club.html
近畿 京都 京都府立木津高等学校 http://www1.kyoto-be.ne.jp/kizu-hs/ http://www1.kyoto-be.ne.jp/kizu-hs/bukatu.html
近畿 滋賀 滋賀県立北大津高等学校 http://www.biwa.ne.jp/̃kitaotu/ http://www.biwa.ne.jp/̃kitaotu/kurabu.html
近畿 滋賀 八幡商業高等学校 
近畿 滋賀 滋賀県立草津東高等学校
近畿 滋賀 奈良県立奈良高等学校 http://www5.ocn.ne.jp/̃narahs/ http://www5.ocn.ne.jp/̃narahs/t_club/t_clb_kekka.htm
近畿 滋賀 滋賀県立栗東高等学校
近畿 奈良 広陵高等学校
近畿 奈良 奈良学園高等学校 http://www6.ocn.ne.jp/̃naragaku/ http://www6.ocn.ne.jp/̃naragaku/20_aftscl/22_club/contents22-1.html
近畿 大阪 岸和田市立産業高等学校 http://www.kishisan-h.ed.jp/ http://www.kishisan-h.ed.jp/部活動/bukatu.htm
近畿 大阪 帝塚山学院高等学校 http://www.tezukayama.ac.jp/cyu_kou/cyu_kou.html http://www.tezukayama.ac.jp/cyu_kou/club/high_school/club.html
近畿 大阪 大阪工業大学高等学校 http://www.highs.oit.ac.jp/ http://www.highs.oit.ac.jp/japanese/annai/high_school_life/bukatu.html
近畿 大阪 大阪高等学校
近畿 和歌山 和歌山県立田辺商業高等学校 http://www.aikis.or.jp/̃wanju/ http://www.aikis.or.jp/̃wanju/club/club20.gif
近畿 和歌山 貴志川高等学校 http://www.naxnet.or.jp/̃kishi-h/
近畿 和歌山 和歌山高等学校 
近畿 兵庫 須磨学園高等学校 http://www.suma.ac.jp/1999/default.html http://www.suma.ac.jp/1999/c003.html
近畿 兵庫 甲南高校 http://www.hs.konan-u.ac.jp/
近畿 兵庫 甲南女子高等学校 http://www.remus.dti.ne.jp/̃konan-g/ http://www.remus.dti.ne.jp/̃konan-g/_pages/facilities/archery.html
近畿 兵庫 松蔭高等学校 http://www.shoin-jhs.ac.jp/ http://www.shoin-jhs.ac.jp/life/club/archery/index.html
近畿 兵庫 兵庫県立舞子高等学校 http://www.hyogo-c.ed.jp/̃maiko-hs/ http://www.hyogo-c.ed.jp/̃maiko-hs/club/archery/archery.htm
近畿 兵庫 滝川第二高等学校 http://www.syogakusya.co.jp/takigawadaini.htm
近畿 兵庫 夢野台高等学校
東海 岐阜 大垣西高等学校 http://www.gdpec.smile.pref.gifu.jp/̃gif83027/ http://www.gdpec.smile.pref.gifu.jp/̃gif83027/tokatu.htm
東海 静岡 富士見高等学校 http://www.fujimi.ac.jp/
東海 静岡 天竜林業高等学校 http://www.wbs.ne.jp/cmt/tenrin/
東海 静岡 浜松北高等学校 http://www.shizuoka-c.ed.jp/hamamatsukita-h/ http://www.shizuoka-c.ed.jp/hamamatsukita-h/club/A04.html
東海 静岡 東海大翔洋 http://shoyo.sho.u-tokai.ac.jp/
東海 静岡 浜松工業高等学校
東海 静岡 静岡県立浜松湖東高等学校 http://www.crt.or.jp/̃kotohigh/ http://www.crt.or.jp/̃kotohigh/qa.html
東海 静岡 静岡県立浜松商業高等学校 http://www2.tokai.or.jp/hamasho/
東海 静岡 静岡県立榛原高等学校 http://www.szo-haibara-h.ed.jp/ http://www.szo-haibara-h.ed.jp/Guide/bukatudou/bukatudou.html
東海 愛知 愛知高等学校　　　　　　　　　 http://www.aichi-h.ed.jp/ http://www.aichi-h.ed.jp/seitokai/bukatu/archhryclubhp/archryhp.htm
東海 愛知 愛知産業大学三河高等学校 http://asu-group.net/mikawa/ http://asu-group.net/mikawa/seitokai/arethery.htm
東海 愛知 安城学園高校 http://www.gakusen.ac.jp/anjogakuen/ http://www.gakusen.ac.jp/anjogakuen/Archery/arcyerytop.htm
東海 愛知 東海学園高等学校 http://www.tokaigakuen.ed.jp/ http://www.tokaigakuen.ed.jp/activities.htm
東海 三重 三重県立四日市四郷高等学校 http://www.mie-c.ed.jp/hyogo/
東海 三重 三重高等学校 http://www.inetmie.or.jp/̃mie-hs/ http://www.inetmie.or.jp/̃mie-hs/koukou/club_r1.html#21
中国 岡山 岡山共生高等学校 http://www.kyousei.ed.jp/body.html http://www.kyousei.ed.jp/bukatudou/bu_room/yumi/yaindex.htm
中国 岡山 岡山理科大学附属高等学校
中国 岡山 岡山県立備前東高等学校 http://www.bizenh.okayama-c.ed.jp/bizenh.htm
中国 島根 松江東高等学校 http://www.pref.shimane.jp/section/kyousou/koukousyoukai/b_06.html
中国 島根 出雲工業高等学校 http://www.pref.shimane.jp/section/kyousou/koukousyoukai/b_17.html
中国 鳥取 鳥取県立倉吉高等学校 http://www.torikyo.ed.jp/kurae-h/ http://www.torikyo.ed.jp/kurae-h/bukatsu/bukatsu.htm
中国 鳥取 鳥取商業高等学校
中国 広島 広島県立海田高等学校 http://www.kaita-h.hiroshima-c.ed.jp/ http://www.kaita-h.hiroshima-c.ed.jp/club/t01.html
中国 広島 山陽高等学校 http://www.hiroshima-cdas.or.jp/sanyo/ http://www.hiroshima-cdas.or.jp/sanyo/p2ct.htm#01
中国 広島 可部高等学校
中国 広島 広島県立呉宮原高等学校 http://www.dandan.ed.jp/school/miyahara/index.html http://www.dandan.ed.jp/school/miyahara/profile.html
中国 広島 佐伯高等学校
中国 広島 広島桜が 丘高等学校 http://www.hsakuragaoka-h.ed.jp/ http://www.hsakuragaoka-h.ed.jp/kurabu.htm
中国 広島 県立賀茂高等学校 http://www.kamo-h.hiroshima-c.ed.jp/ http://www.kamo-h.hiroshima-c.ed.jp/sitemap/zennichi/club/club_sport.htm
中国 広島 広島県立広島工業高等学校 http://www.hiroshima-th.hiroshima-c.ed.jp/ http://www.hiroshima-th.hiroshima-c.ed.jp/taiikuc/achery/achery.htm
中国 山口 山口県立西京高等学校 http://www.ygc-saikyo-h.ed.jp/ http://www.c-able.ne.jp/̃keisuke/
中国 山口 山口県立田布施工業高校 http://www5.ocn.ne.jp/̃tabuseth/ http://www5.ocn.ne.jp/̃tabuseth/bukatu.htm
中国 山口 聖光高等学校 http://awabi.ymg.ed.jp/̃seiko-h/ http://awabi.ymg.ed.jp/̃seiko-h/club.html
中国 山口 山口県立華陵高等学校 http://www.urban.ne.jp/home/karyo/ http://www.urban.ne.jp/home/karyo/club/club.htm



中国 山口 久賀高校
四国 香川 香川県立高松東高等学校 http://www.kagawa-edu.takamatsu.kagawa.jp/teasth01/higashi/Index.html http://www.kagawa-edu.takamatsu.kagawa.jp/teasth01/higashi/bukatu.html
四国 香川 香川県立高松西高等学校 http://www.kagawa-edu.jp/twesth01/ http://www.kagawa-edu.jp/twesth01/bukatu/atyeri-/atyeri-.htm
四国 香川 香川県立観音寺第一高等学校 http://www.kagawa-edu.jp/kanich01/hyoshi.html http://www.kagawa-edu.jp/kanich01/zennichi/bukatsu/bukatsu.htm
四国 高知 高知県立梼原高等学校 http://www.edu.net-kochi.gr.jp/home/yusuha-h/ http://www.edu.net-kochi.gr.jp/home/yusuha-h/acheri.htm
四国 高知 高知農業高等学校 http://www.edu.net-kochi.gr.jp/home/kounou-h/ http://www.edu.net-kochi.gr.jp/home/kounou-h/newpage8.htm
四国 徳島 県立徳島工業高等学校 
四国 徳島 徳島県立徳島東工業高等学校 http://dns.tokushimahigashi-th.ed.jp/nyugaku/# http://dns.tokushimahigashi-th.ed.jp/nyugaku/#bukatu
四国 愛媛
九州 福岡 柏陵高等学校
九州 福岡 福岡県立折尾高等学校 http://www.lty.edu.pref.fukuoka.jp/̃ORIO-H/ http://www.lty.edu.pref.fukuoka.jp/̃ORIO-H/undou.htm
九州 福岡 福岡県立門司北高等学校 http://www.lty.edu.pref.fukuoka.jp/̃MOJIKITA-H/ http://www.lty.edu.pref.fukuoka.jp/̃MOJIKITA-H/bukatsu/bukatsu.html
九州 長崎 長崎県立大村工業高等学校 http://www.ohmura-th.ed.jp/ http://www.ohmura-th.ed.jp/bukatudou/bukatuindex.htm
九州 長崎 長崎県立諫早高等学校 http://www.isahaya-highschool.ed.jp/
九州 長崎 長崎県立長崎北陽台高等学校 http://academic2.plala.or.jp/hokuyoda/
九州 長崎 諫早東高等学校
九州 宮崎 宮崎県立宮崎北高等学校
九州 熊本 熊本県立氷川高等学校 http://www6.ocn.ne.jp/̃hikawahs/ http://www6.ocn.ne.jp/̃hikawahs/guide/bukatudou/arche.html
九州 熊本 多良木高等学校
九州 熊本 熊本県立第二高等学校 http://www.edu-c.pref.kumamoto.jp/sh/dainish/index-j.htm http://www.edu-c.pref.kumamoto.jp/sh/dainish/club/index.html
九州 熊本 東海大学第二高等学校 http://www.tokai.ed.jp/daini/ http://www.pr.tokai.ac.jp/plsql/SC_bukatu_info1?pDaiC=042
九州 佐賀 佐賀県立高志館高等学校 http://www.saga-ed.go.jp/school/edq10022/index.htm http://www.saga-ed.go.jp/school/edq10022/Seitokai.htm#bukatu
九州 佐賀 佐賀県立厳木高等学校 http://www.saga-ed.go.jp/school/edq10012/index.htm http://www.saga-ed.go.jp/school/edq10012/a-tyeri-.htm
九州 大分 大分東明高等学校 http://www.coara.or.jp/̃rinkou/tomei/ http://www.coara.or.jp/̃rinkou/tomei/club.html
九州 大分 明星高等学校
九州 鹿児島 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/Kagoshima-T/top.html http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/Kagoshima-T/BUKA2.html
九州 鹿児島 鹿児島実業高等学校 http://www.kajitsu.ac.jp/
九州 沖縄 沖縄県立宜野湾高等学校
九州 沖縄 沖縄県立豊見城高等学校


