
全日ア連競技第１０-０２６号
　　　　　平成２２年 ９月 ７日

関係各位
　（社）全日本アーチェリー連盟
　 　　　会 長　　安  倍　晋  三

　　　第７回　つま恋カップアーチェリー大会　　出場者名簿

　標記の件につきまして、下記の通り決定いたしましたので関係加盟団体担当者の方は至急所定の手続きを行って下さい。

尚、選考決定後の辞退は認められません。（会場：静岡県　つま恋多目的広場）

(宿泊費、参加費は８／２５までに全ア連事務局まで到着の事) * ナショナルチームメンバー

成年男子部門（４２／６３名）

* 菊地　　栄樹 （広島県） * 古川　　高晴 （大阪府） * 山本　　　博 （東京都） * 田畑　　隼剛 （神奈川県）

* 宮原　　　雅 （長野県） * 天野　　良太 (大阪府) 石津　　　優 （山口県） 坂野　　太一 （学ア連）

脇野　　智和 （埼玉県） 本間　　　薫 （埼玉県） 渡辺　　　俊 （学ア連） 戸田　　敦大 （広島県）

山本　　真也 （学ア連） 喜多田　治彦 （埼玉県） 守屋　　龍一 （大阪府） 山本　　悠太 （学ア連）

栗栖　　正臣 （埼玉県） 岩田　　健祐 （学ア連） 平澤　　健次 （学ア連） 岸塚　　祥矢 （学ア連）

島野　　隆二 （埼玉県） 山本　　　諒 （兵庫県） 吉成　真太郎 （学ア連） 山内　　敬介 （学ア連）

杉本　　拓郎 （学ア連） 大迫　　聖也 （学ア連） 坂野　　雄太 （学ア連） 岩本　　雅英 （学ア連）

吉島　　史郎 （千葉県） 藤本　　　航 （学ア連） 松木平　　将 （学ア連） 長谷川　康秀 （学ア連）

齋藤　　　航 （学ア連） 田上　　　慶 （学ア連） 伊藤　　智史 （学ア連） 合田　　友博 （学ア連）

加藤　　健資 （学ア連） 西本　　隆幸 （学ア連） 牧野　　吉朗 （学ア連） 中平　　伸一 （東京都）

斎藤　健太郎 （千葉県） 亀井　　　孝 （京都府） 　　　　【通過点：１１９０点】

成年女子部門（３９／４０名）

* 蟹江　　美貴 （学ア連） * 齊藤　　彩香 （学ア連） * 松下　紗耶未 （大阪府） * 松永　安紗子 （学ア連）

* 川中　香緒里 （学ア連） * 前山　明日香 （学ア連） 長岡　　光江 （岐阜県） 矢田貝　静江 （広島県）

貫野　まいこ （埼玉県） 林　　　 勇気 （京都府） 圖師　未希絵 （学ア連） 寺井　　真美 （埼玉県）

岡本　　章子 （学ア連） 下村　紗樹子 （学ア連） 上野　亜也子 （学ア連） 大倉　美沙子 （学ア連）

吉島　　　葵 （学ア連） 及川　　亜由 （埼玉県） 岡村　　　梢 （学ア連） 楠　　　 知子 （愛知県）

宇野　　冴香 （学ア連） 池内　　麻実 （学ア連） 山田　　祥子 （学ア連） 大石　　早紀 （学ア連）

遠藤　　歌織 （学ア連） 椎谷　　直美 （学ア連） 手島　　緑沙 （広島県） 鈴木　　智恵 （学ア連）

笠原　　智穂 （学ア連） 駒寄　　真弓 （石川県） 野村　　美加 （学ア連） 奥山　　麻子 （学ア連）

小西　貴美子 （千葉県） 岡西　　晴香 （学ア連） 後藤　有希奈 （学ア連） 山崎　　裕弓 （学ア連）

上野　江里子 （学ア連） 清水　七史子 （学ア連） 田森　　　唯 （学ア連） 　　　　【通過点：１１３８点】

高校男子部門（２８／２８名）

* 小岩　　創司 （広島県） * 塩本　　悠介 （長崎県） * 石丸　　雄士 （長崎県） * 小笠原　琢磨 （静岡県）

* 岩田　　　歩 （広島県） * 中野　　大祐 （静岡県） 阿部　　慧史 （大分県） 嶋津　　紘太 （愛知県）

渡辺　　友人 （静岡県） 三宅　　弘通 （山口県） 中田　　　翔 （新潟県） 福井　　史哉 （愛知県）

穴田　　昌崇 （静岡県） 吉田　　真也 （大分県） 竹村　壮太郎 （山口県） 市野　　友登 （愛知県）

水野　　彰洋 （愛知県） 山川　　敦也 （愛知県） 岨　　　稔康 （愛知県） 新井　　寛己 （兵庫県）

山田　　岳彦 （広島県） 正地　　　心 （広島県） 野間　　悠汰 （広島県） 鳴谷　　大地 （広島県）

柘植　　敬仁 （愛知県） 澤木　　優治 （愛知県） 林　　　 知洸 （東京都） 河野　　拓己 （広島県）

　　　　【通過点：１１３７点】

高校女子部門（２１／２１名）

* 長坂　　和佳 （愛知県） * 斎藤　　春菜 （青森県） * 佐藤　真奈美 （大分県） * 林　　　 美月 （長野県）

* 加藤　　綾乃 （大分県） * 阿部　奈津希 （山口県） 三好　　葉月 （愛知県） 得永　　美月 （愛知県）

日向瀬　　碧 （大分県） 八巻　絵梨佳 （山梨県） 大森　早和子 （宮城県） 鬼山　　美佳 （山梨県）

岡田　　茉弓 （山口県） 森　　　 葉子 （岐阜県） 杉林　　　りな （静岡県） 山田　　実央 （愛知県）

吉田　あやみ （愛知県） 和田　奈津希 （兵庫県） 又江　　史子 （兵庫県） 佐藤　　理恵 （新潟県）

足立　明日美 （岐阜県） 　　　　【通過点：１０９３点】

小中学男子部門（２１／２４名）

* 小川　　哲生 （静岡県） * 鬼山　　直也 （山梨県） * 戸野　　晃治 （広島県） * 不破　　俊典 （愛知県）

* 今井　　　篤 （愛知県） * 鬼塚　　　聡 （千葉県） * 岡本　　靖寛 （広島県） 伊藤　　剛希 （愛知県）

太田　　圭祐 （愛知県） 滝本　慎一郎 （愛知県） 保延　　宏明 （山梨県） 菱田　　欣矯 （愛知県）

伊藤　　慧伍 （愛知県） 河田　　悠希 （広島県） 有馬　　丈博 （愛知県） 玉城　　　透 （愛知県）

鈴木　　智貴 （愛知県） 光永　　  魁 （広島県） 内田　　　孟 （愛知県） 波多野　 凌 （愛知県）

井上　　　蓮 （静岡県） 　　　　　【通過点：９４５点】

小中学女子部門（１６／１６名）

* 森　　　 春菜 （岐阜県） * 神辺　　真帆 （岐阜県） * 伊藤　佐保梨 （京都府） 戸塚　　沙椰 （静岡県）

狐塚　　佑姫 （岐阜県） 中村　　星羅 （岐阜県） 安東　　侑美 （岐阜県） 岩上　　沙弓 （岐阜県）

舟橋　　知都 （愛知県） 吉山　　　唯 （広島県） 黒田　　真由 （岐阜県） 尾崎　　芹佳 （静岡県）

倉坪　　　絢 （岐阜県） 黒木　　有佳 （岐阜県） 野本　　咲喜 （静岡県） 岡村　　真歩 （静岡県）

　　　　　【通過点：７５０点】

記

　　　　　  [公印省略]


