
全日ア連競技第15-027号

　　　 　 平成２７年  ９月２６日

関係各位

（公社）全日本アーチェリー連盟      
 会長職務代行者 島 田 晴 男  

標記の件につきまして、別紙名簿のとおり決定しましたので連絡します。

関係加盟団体の担当者の方は、期日までに所定の手続きを行ってください。

注意

１． 選考決定後の辞退は認められません。

会場：ヤマハリゾートつま恋 「第１多目的広場・第１スポーツ広場（旧グリーン広場：練習会場）」

２． 参加費は  １０／８（木）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

３． 必ず会員証及びスターバッジを持参してください。用具検査の際、確認をいたします。

４． 公式練習・練習・開会式について

① 公式練習（競技会場：第１多目的広場）

１０月２３日（金） １２時００分 ～ １３時４５分　　ＲＣ女子・ＣＰ男子

１０月２３日（金） １４時００分 ～ １５時４５分　　ＲＣ男子・ＣＰ女子

② 練習　（練習会場：第１スポーツ広場(旧グリーン広場)

１０月２３日（金） １２時００分 ～ １４時３０分　　ＲＣ男子・ＣＰ女子

１０月２３日（金） １４時００分 ～ １５時３０分　　ＲＣ女子・ＣＰ男子

③ 開会式　（競技会場：第１多目的広場）

１０月２３日（金） １６時００分 ～ （予定）

※ 運営の都合により進行時間に変更がある場合があります。

５． 監督・コーチの競技会場内入場について

今大会は、出場選手の所属団体（選手の所属する高校・大学・企業など）の監督・コーチが競技会場内

に入場できることとします。

① 入場可能な監督・コーチは、所属団体の男女各１名とします。

② 監督・コーチ申請書を１０／８（木）までに全日本アーチェリー連盟事務局あて提出してください。

③ 申請書に基づき、ＩＤカードを発行し大会当日に配布します。

④ 大会当日は必ずＩＤカードを携行し、明瞭に見える位置に付けてください。

６． ヤマハリゾート つま恋の入園について

ヤマハリゾート つま恋の入園について、選手の関係者や応援の方に入園券を作成しました。

入園時にゲートにてご提示いただくと、入園料（大人￥１，０００　小学生￥５００）が無料になり

スムーズに入園できます。

関係者の方にお渡しください。

   （公　印　省　略）

第５７回 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 出場者名簿の送付について



リカーブ部門：男子

(1/1)

河田 悠希 広島県

(9/9)

小笠原 修一 北海道 丹野 天士 岩手県 山本 博 東京都 太田 昇吾 学ア連 武藤 弘樹 愛知県

尾崎 寛人 学ア連 菊地 栄樹 広島県 長谷川 廉 愛媛県 土肥野 弘貴 学ア連

(98/110) ※要項に従って、女子不足分を追加割り当てした。

※通過点の同点判定は要項に従って決定した。 【通過点 １２７６点】

古川 高晴 和歌山県 大井 一輝 学ア連 鬼山 直也 学ア連 杉尾 知輝 学ア連 岩田 歩 広島県

田畑 隼剛 神奈川県 金子 令 三重県 佐藤 博乙 東京都 大貫 渉 学ア連 山本 雅也 学ア連

大田 昌平 広島県 天野 良太 大分県 本間 薫 埼玉県 前田 悠帆 学ア連 山本 和樹 学ア連

小笠原 奨悟 学ア連 小川 哲生 学ア連 宇野 優人 滋賀県 桑野 陸 学ア連 辻岡 拓也 埼玉県

佐々木 和真 岐阜県 窪田 晟也 学ア連 坂野 太一 埼玉県 千葉 恭平 学ア連 杉本 翔太 滋賀県

石津 優 広島県 内田 陽 静岡県 中西 絢哉 岡山県 川島 慎平 学ア連 青島 鉄也 長崎県

中臺 崚介 学ア連 山中 祐大 神奈川県 近藤 直哉 学ア連 光永 嶺 広島県 田崎 亘悠 静岡県

奥 勇登 広島県 竹内 巧 学ア連 今井 雅樹 学ア連 遠藤 良祐 学ア連 津田 勇志 学ア連

久保山 湧亮 学ア連 大久保 琢仁 学ア連 上山 翔 学ア連 佐藤 尚樹 福島県 竹内 悠真 学ア連

永友 隼斗 福岡県 福田 圭宏 奈良県 三浦 雄樹 学ア連 小笠原 琢磨 静岡県 桑江 良樹 学ア連

大川 儀晃 埼玉県 古賀 翔汰 学ア連 戸田 敦大 広島県 倉矢 知明 学ア連 不破 俊典 学ア連

古賀 大輝 福岡県 岩崎 恭平 埼玉県 山田 啓睦 学ア連 楠本 剛史 学ア連 小野 純一朗 大阪府

牧本 和弥 学ア連 向井 徹 学ア連 石川 和璃 学ア連 富樫 昭一郎 学ア連 鄭 裕寅 東京都

狩山 勇輝 学ア連 宮原 雅 長野県 藤田 未来也 青森県 泉 雄也 広島県 平松 勇人 和歌山県

駒形 竜成 学ア連 鬼塚 聡 学ア連 末野 康平 学ア連 溝脇 史也 長崎県 小岩 創司 京都府

亀井 和貴 学ア連 吉瀧 拓真 学ア連 菅野 博暉 北海道 松井 孝夫 埼玉県 池田 亮 学ア連

堀 隆大 学ア連 中坂 崇 学ア連 遠藤 優 学ア連 堀 大樹 広島県 田中 寛己 埼玉県

戸松 大輔 愛知県 宮下 朋幸 三重県 長田 來土 山梨県 山下 悠貴 鹿児島県 酒井 駿 岐阜県

岡本 靖寛 学ア連 松原 孝臣 北海道 齋藤 宰 千葉県 福井 史哉 愛知県 今井 拓麻 学ア連

河合 啓太 静岡県 岡田 拓己 学ア連 細川 宗一郎 東京都

リカーブ部門：女子

(1/1)

澤出 愛美 埼玉県

(8/8)

和田 美咲 青森県 及川 未希 学ア連 宮原 明日香 長野県 伊藤 愛子 三重県 服部 由莉 学ア連

戸田 佳菜子 広島県 若藤 綺英羅 愛媛県 加藤 沙織 学ア連

(49/49) 【通過点 １２４１点】

林 勇気 京都府 永峰 沙織 学ア連 加藤 綾乃 大阪府 古田 悠 学ア連 杉本 智美 学ア連

入江 優 学ア連 小城 碧 学ア連 西村 紗芳 岐阜県 佐藤 真奈美 大分県 西野 汐梨 学ア連

平 美香 埼玉県 杉林 りな 学ア連 中村 美樹 神奈川県 川渕 真弓 長崎県 足立 奈穂 京都府

松下 文香 学ア連 遠間 あずさ 学ア連 鈴木 葵 和歌山県 園川 晴子 学ア連 貫野 まいこ 埼玉県

久原 千夏 学ア連 大久保 舞 和歌山県 長岡 光江 静岡県 松本 彩音 広島県 木下 あすか 学ア連

得永 美月 学ア連 吉山 唯 学ア連 安久 詩乃 京都府 岩渕 萌 学ア連 宮木 芙美代 学ア連

小池　 美朝 大分県 小林 加奈 学ア連 舩見 真奈 学ア連 鳥居 佳世 学ア連 荒木 愛 学ア連

小野 綾香 学ア連 吉田 優衣 学ア連 濱田 佳奈 学ア連 宮原 唯希 佐賀県 和田 茜 学ア連

大橋 朋花 岐阜県 福田 菜々子 学ア連 織田 真理子 学ア連 中村 純銘 学ア連 久野 和 山口県

伊藤 佐保梨 学ア連 高山 千里 学ア連 永田 有紗 学ア連 松川 智子 滋賀県

前年度優勝者

ブロック大会優勝者

記録選考

前年度優勝者

ブロック大会優勝者

記録選考

第５７回 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 出場者名簿



コンパウンド部門：男子

(1/1)

山本 悠太 東京都

(39/39) ※要項に従って、女子不足分を追加割り当てした。 【通過点 １３２２点】

塚本 恭司 愛知県 島田 隆之 東京都 有迫 幸樹 大阪府 神 省吾 学ア連 野々下 進 大分県

牧野 吉朗 東京都 西田 昌司 東京都 佐藤 正八 東京都 安治 直人 鳥取県 河本 尚己 学ア連

松村 晃志 東京都 小林 奏太 東京都 森本 紘文 大阪府 瀧瀬 裕貴 学ア連 矢花 真祐 東京都

國光 英徳 広島県 中村 和音 東京都 中島 利彰 熊本県 中村 光希 学ア連 石井 大介 東京都

蔭山 亮 大分県 佐藤 一成 東京都 山口 諒 東京都 島尻 政幸 岐阜県 山田 彰 岐阜県

服部 和正 東京都 上岡 隆真 静岡県 佐々木 昭一 神奈川県 小川 佳記 奈良県 辻田 喜久郎 神奈川県

種部 浩司 東京都 二戸 慶和 東京都 佐藤 久仁人 大分県 大野 真実 埼玉県 鹿嶋 久義 大阪府

宮田 存 群馬県 古川 慎一 兵庫県 奥野 明 愛知県 坂井 誠 京都府

コンパウンド部門：女子

(1/1)

林 享美 群馬県

(9/9) 【通過点 １３１３点】

本多 由美子 北海道 小川 尚美 奈良県 秋山 なるみ 東京都 天神 聡子 広島県 宮田 悦子 群馬県

平沢 奈古 埼玉県 谷國 彩夏 学ア連 熊澤 徳代 愛知県 住吉 ユウ子 兵庫県

前年度優勝者

記録選考

前年度優勝者

第５７回 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 出場者名簿

記録選考


