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関係各位

（公社）全日本アーチェリー連盟      
 会長職務代行者　 宮 﨑　利 帳

   （公印省略）

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：青森県青森市大字宮田字高瀬2-2　新青森県総合運動公園アーチェリー場

２． 参加費は  ６／４（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

３． 会場地の都合により、宿泊・弁当の斡旋は行いません。各自で手配してください。

４． 必ず会員カード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。

リカーブ部門：壮年男子（１８/２２）

山本 博 東京都

【通過点 ５８６点】

松井 孝夫 埼玉県 久野 圭太 三重県 安藤 智俊 神奈川県 木下 征史 東京都 阿部 裕行 山梨県

山下 高司 神奈川県 長江 正幸 三重県 青島 隆 長崎県 阿保 清吾 東京都 佐藤 剛 東京都

宮脇 典生 北海道 冨田 幹夫 千葉県 町田 幸司 東京都 長沢 貴行 東京都 加藤 清幸 富山県

山田 朗夫 神奈川県

高松 宜巨 青森県

リカーブ部門：一般男子（４５/４６）

佐々木 和真 岐阜県

※通過点の同点判定は要綱に従って決定した。 【通過点 ６０５点】

岩田 歩 広島県 古川 高晴 大阪府 菊地 栄樹 広島県 金子 令 三重県 前田 悠帆 東京都

鬼山 直也 大阪府 不破 俊典 茨城県 大井 一輝 神奈川県 辻岡 拓也 埼玉県 天野 良太 大分県

今井 雅樹 福井県 大塚 謙史 群馬県 大田 昌平 広島県 福田 圭宏 奈良県 津田 勇志 福井県

丹野 天士 岩手県 三浦 雄樹 茨城県 永井 廉 三重県 西村 洋毅 三重県 田中 寛己 埼玉県

住友 雅治 富山県 酒井 駿 岐阜県 宮下 朋幸 三重県 千葉 恭平 岩手県 上山 友裕 大阪府

篠原 孝彰 徳島県 河合 啓太 静岡県 竹内 悠真 埼玉県 平野 寛明 岐阜県 堀口 祐太 群馬県

広田 和也 千葉県 五月女 裕貴 愛知県 白戸　 渉 青森県 小西 励 茨城県 小野寺 壮登 福井県

朝倉 美希 群馬県 中平 伸一 東京都 服部 亮 静岡県 金島 昌平 東京都 佐藤 遼太郎 山形県

井上 順二 神奈川県 佐藤 滋 東京都 小野寺 公正 宮城県

鳴海 真史 青森県
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リカーブ部門：女子（３０/３４）

佐藤 真奈美 大分県

【通過点 ５８２点】

加藤 綾乃 大阪府 足立 奈穂 京都府 平 美香 埼玉県 川渕 真弓 岩手県 川中 香緒里 大阪府

杉本 智美 大阪府 久原 千夏 福井県 入江 優 岡山県 杉林 りな 岐阜県 西村 紗芳 岐阜県

相川 一葉 埼玉県 小城 碧 福井県 岩渕 萌 岩手県 永峰 沙織 大阪府 中村 美樹 山形県

及川 未稀 神奈川県 木下 あすか 埼玉県 深澤 菜見 群馬県 服部 由莉 福井県 菅原 芽衣 福井県

織田 真理子 埼玉県 畑山 郁子 青森県 斉藤 未央 東京都 長村 恵里 京都府 三ツ山 香里 東京都

遠間 あずさ 群馬県 沖永 郁子 埼玉県 西岡 尚美 東京都

坂下 瞳 青森県

コンパウンド部門：男子（１８/２２）

（該当者なし）

【通過点 ６８１点】

中村 和音 東京都 野々下 進 大分県 山本 悠太 東京都 坂本 貴哉 東京都 小林 大輔 愛知県

矢花 真祐 東京都 塚本 恭司 愛知県 安島 裕 東京都 佐々木 淳二 東京都 宮本 リオン 東京都

西田 昌司 東京都 松村 晃志 東京都 山田 彰 岐阜県 服部 和正 東京都 岨 稔康 東京都

佐藤 正八 東京都 中島 利彰 熊本県

森 鉄也 青森県

コンパウンド部門：女子（６/８）

櫻田 裕子 熊本県

【通過点 ６６３点】

本多 由美子 北海道 熊澤 徳代 愛知県 秋山 なるみ 東京都 永野 美穂 愛媛県

五十嵐 佑子 青森県
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