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開催要項　10 出場手続き　②申し込み方法　カ）未成年競技者親権者同意書は本大会は提出の必要はありません。

監督・コーチの皆様には標的移動のご協力をお願いします。作業用手袋などをお持ちください。

監督・コーチ申請書に必要事項を記入し、9／16（金）までに加盟団体（都道府県協会・連盟）

をとおして本連盟に提出してください。

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。

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。

監督・コーチの服装は当該選手と同等もしくは所属団体が明記されたユニホーム等を着用する
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に入場できることとします。

入場可能な監督・コーチは、所属団体の各カテゴリー（各部門・各種別）各１名とします。

監督・コーチの競技会場内入場について

１０月２日（日） 　９時００分 ～ 　９時２０分　　

１０月１日（土） １１時００分 ～ １１時３０分　　

開会式

今大会は、出場選手の所属団体（選手の所属する学校・クラブ・保護者など）の監督・コーチが競技会場内

こと（私服等は認めません）。

関係各位

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。

練習（競技会場：第１スポーツ広場）

１０月１日（土） １２時００分 ～ １２時２０分　　

第５回 全日本ゴールデンエイジカップアーチェリー大会 出場者名簿の送付について

環境に配慮し、競技者番号（ゼッケン）を付ける安全ピン・クリップ等を各自ご持参ください。

練習・開会式について

選考決定後の辞退は認められません。

会場：静岡県掛川市　つま恋リゾート彩の郷　第１スポーツ広場　

参加費は  9／16（金）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

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。

１０月１日（土） １１時４０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。



（２２/２２）

遠山 大陽 北海道 東北 熊倉 拓輝 千葉県 宮島 楓生 長野県 白井 賢治 静岡県

田中 楓峨 滋賀県 沖野 直晴 広島県 四国 巽 悠祐 鹿児島県

髙田 顕照 福岡県 大塚 音弥 福岡県 中袴田 遊 鹿児島県 　西 耕之介 広島県 田中 大結 滋賀県

齋藤 大河 岐阜県 高橋 琉真 広島県 田中 勘九朗 静岡県 暁山 朝陽 神奈川県 戸川 大輝 鹿児島県

中本 大地 滋賀県 鈴木 陽向 千葉県 猿田 伊武己 富山県 近藤 清明 岐阜県 飯田 祐輝 鳥取県

（２２/２２）

齊藤 胡果 北海道 関口 結唯 宮城県 大井 梨世 東京都 流 小夏 富山県 滝本 蓮樺 静岡県

平井 さくら 京都府 岩本 七海 広島県 小野 心愛 愛媛県 小野 翔音 大分県

森 真央 鹿児島県 高木 風歌 東京都 福永 鈴 神奈川県 北條　 成椛 岡山県 相澤　 結桜 宮城県

小西 凜 新潟県 小田 ひかり 千葉県 中島 璃々 東京都 吉野 友香子 岡山県 水田 詩乃 大阪府

小倉 あかり 富山県 香山 穂花 福岡県 鈴木 望陽 京都府

小学生の部：男子 （１４/１４）

佐伯 怜哉 北海道 東北 關野 兼続 神奈川県 西嶋 悠真 福井県 柴田 悠雅 岐阜県

谷口 幸乃進 滋賀県 佐貫 直暉 山口県 新田 大輔 徳島県 牧山 蒼空 佐賀県

ファン（Huang） エリック（Erik） 神奈川県 久木山 理央 鹿児島県 井上 一水 鹿児島県 野村 一世 京都府 二ノ井 喜生 東京都

岡野 恵紡 東京都

小学生の部：女子 （１５/１５）

北海道 相澤 心美 宮城県 金 走夏 東京都 深澤 恵麻 新潟県 齊藤 唯月 岐阜県

田中 瑞希 滋賀県 有田 ひらり 鳥取県 廣瀨 環 香川県 水出 莉央 長崎県

足芝 凜 鳥取県 田中 柚葵 滋賀県 永松 美空 鹿児島県 島田 琉叶 滋賀県 志田 茉央 静岡県

伴 柚香 滋賀県 長谷部 澪依 岐阜県

ブロック大会優勝者
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第５回 全日本ゴールデンエイジカップアーチェリー大会 出場者名簿

ブロック大会優勝者

記録選考

中学生の部：女子

ブロック大会優勝者

中学生の部：男子

【通過点 ６６５点】記録選考


