
全日ア連競技第18- 012号

関係各位 　　2018年  4月 28日

（公社）全日本アーチェリー連盟 　　　

 会長職務代行者    宮 﨑　利 帳

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　：　岩手県八幡平市　　いこいの村岩手　特設コース

２． 参加費は  ５／７（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

３． 宿泊・弁当については、添付の「第４７回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 宿泊・弁当

　　 申込書」にてお申し込みください。

４． 必ず会員カードおよびスターバッジを持参してください。

５． 未成年の参加に関して

　　 ２０歳未満の競技者は、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、日本アンチ・ドーピング規程に

　　 より、検査対象となった場合のドーピング検査実施の同意ならびその手続きに関し、競技者本人

　　 ならびに親権者が同意書に署名し提出することが必要になります。

　　 選考会を通過した20歳未満の競技者は、親権者同意書にそれぞれが署名、捺印の上、参加費

　　 納付書と共に参加団体を通して（公社）全日本アーチェリー連盟に提出してください。

　　 または、当日に大会本部に提出いただいても結構です。

　　 尚、同意書は一度提出すると、該当競技者が成人するまで有効となりますので、以前に他の大会

　　 で提出して頂いた方は再提出の必要はありません。

　　 但し、親権者が替わった場合は、再度新たな親権者が同意書を提出することになります。

   （公印省略）

第４７回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 出場者名簿の送付について



ベアボウ男子（１６/１７）

前回優勝者

長嶋 誠 神奈川県

マーク記録選考 【通過点　２７４点】

成川 晃一 京都府 小原 伸一 東京都 辰野 午郎 東京都 小山 桂介 東京都 根岸 祐司 群馬県

山口 明澄 東京都 今野 和義 神奈川県 高瀬 一男 神奈川県 市ノ瀬 光昭 愛知県 原田 洋光 東京都

田中 健穂 東京都 磯部 茂 東京都 中川 邦房 東京都 栗本 享明 愛知県 貞方 豊 愛知県

ベアボウ女子（７/７）

前回優勝者

若林 淑子 京都府

マーク記録選考 【通過点　２４１点】

丸山 美幸 群馬県 平野 弘美 三重県 丸山 智恵 群馬県 太田 みほ子 東京都 島方 美乃 群馬県

遠藤 博美 神奈川県

リカーブ男子（３２/３６）

前回優勝者

遠藤 周 学ア連

マーク記録選考 ※通過点の同点判定は、要項に従って決定した。 【通過点　２９８点】

石津 優 広島県 角田 鉄平 学ア連 林 啓太 学ア連 大貫 渉 神奈川県 高木 正平 京都府

神谷 尚行 京都府 西村 洋毅 三重県 大門 慶悟 学ア連 鬼塚 聡 学ア連 栄山 雄紀 東京都

棚澤 隆 群馬県 富樫 昭一郎 学ア連 牧口 和樹 東京都 遠藤 良祐 東京都 山中 卓人 京都府

山下 高司 神奈川県 飯塚 友樹 学ア連 大川 儀晃 学ア連 須藤 直輝 学ア連 高田 健太 学ア連

棚田 歩 学ア連 市川 遼治 学ア連 森重 幸久 大阪府 櫻井 俊輔 東京都 長屋 翔悟 学ア連

山下 光輝 学ア連 遠池 亮成 学ア連 廣兼 大瑚 広島県 角矢 優騎 学ア連 西條 凌介 学ア連

主管県推薦

佐々木 望 岩手県

リカーブ女子（２４/２４）

前回優勝者

狐塚 佑姫 学ア連

マーク記録選考 【通過点　２４０点】

及川 未稀 神奈川県 前野 愛 東京都 北園 英子 京都府 三ツ山 香里 東京都 高木 香織 京都府

舩見 真奈 学ア連 喜連川 朱音 学ア連 矢野 朝香 学ア連 深澤 菜見 群馬県 池澤 かおり 東京都

山崎 窓未 東京都 佐藤 小夜子 群馬県 溝田 星 学ア連 田内 萌絵 学ア連 棚澤 由実菜 群馬県

河西 真帆 神奈川県 助川 茜 学ア連 廣木 かよ子 東京都 坂本 偲 学ア連 三好 夏実 学ア連

伊藤 杏莉 学ア連 佐藤 実穂 学ア連 坂田 百合子 岩手県

コンパウンド男子（１６/２７）

前回優勝者

佐藤 正八 東京都

マーク記録選考 【通過点　３７７点】

有迫 幸樹 大阪府 塚本 恭司 愛知県 数井 幹也 広島県 矢花 真祐 東京都 二戸 慶和 東京都

大塚 忠胤 栃木県 小川 佳記 奈良県 山田 彰 岐阜県 齋藤 日出樹 山梨県 安治 直人 鳥取県

坂本 貴哉 東京都 佐々木 邦哲 北海道 上岡 隆真 静岡県 藤村 圭蔵 東京都

主管県推薦

和田 八千男 岩手県

コンパウンド女子（８/８）

前回優勝者 （該当者なし）

マーク記録選考 【通過点　３４２点】

天神 聡子 広島県 熊澤 徳代 愛知県 小林 麻里子 栃木県 小川 尚美 奈良県 秋山 なるみ 東京都

佐藤 真理子 千葉県 浜田 好子 大阪府

主管県推薦

坂田 琴音 岩手県

第４７回全日本フィールドアーチェリー選手権大会　出場者名簿


