
 全日ア連競技第１３-０２０号
 　　　　平成２５年 ８月 ２４日

関係各位

　　　第１０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　ヤマハリゾートつま恋「多目的広場」）

記
成年男子部門（３１／４９名）

古川    高晴 （世界選手権代表） 田畑    隼剛 （世界選手権代表） 大田    昌平 （世界選手権代表） 菊地    栄樹 （広島県）

山内    敬介 （学ア連） 今井    雅樹 （学ア連） 小林    史弥 （広島県） 小林    大輔 （愛知県 ）

川島    慎平 （学ア連） 津田    勇志 （学ア連） 白附    亮 （学ア連） 酒井    駿 （学ア連）

楠本    剛史 （学ア連） 石津    優 （広島県） 西村    義貴 （長崎県） 佐々木    和真 （岐阜県）

戸田    敦大 （広島県） 山本    真也 （愛知県） 岩崎    恭平 （学ア連） 尾崎    寛人 （学ア連）

金子    令 （学ア連） 宮原　　雅 （長野県） 福田    圭宏 （奈良県） 冨田    一志 （学ア連）

小笠原    琢 磨 （静岡県） 向井    徹 （学ア連） 巣山    佑輝 （学ア連） 川津    裕太郎 （学ア連）

榊原    優 （学ア連） 前田    悠帆 （学ア連） 遠藤    優 （学ア連）

　　　　【通過点：１２５１点】

成年女子部門（３０／３０名）

林    勇気 （世界選手権代表） 川中    香緒里 （世界選手権代表） 加藤    綾乃 （世界選手権代表） 早川　    漣 （長崎県）

椎谷    直美 （学ア連） 川渕    真弓 （学ア連） 杉林    りな （学ア連） 西村　    紗芳 （岐阜県）

石田    明日香 （学ア連） 鬼山    美佳 （学ア連） 深澤    菜見 （学ア連） 杉本    智美 （学ア連）

長岡    光江 （広島県） 久原    千夏 （学ア連） 西野    真帆 （学ア連） 圖師    未希絵 （広島県）

松本    彩音 （広島県） 大石    早紀 （学ア連） 坪田    沙織 （学ア連） 服部    由莉 （学ア連）

奥山    麻子 （学ア連） 小森    彩春名 （長崎県） 田中    希和 （学ア連） 鈴木    葵 （和歌山県）

又江    史子 （学ア連） 永田    有紗 （学ア連） 太田    舞 （学ア連） 三島    紗佳 （学ア連）

中村    彩 （学ア連） 酒井    智賀子 （愛知県） 　　　　【通過点：１１８９点】

高校男子部門（２４／２４名）

鬼山    直也 （山梨県） 不破    俊典 （愛知県） 近藤    直哉 （愛知県） 小川    哲生 （静岡県）

武藤    弘樹 （愛知県） 河田    悠希 （広島県） 竹内    寛人 （愛知県） 今井    篤 （愛知県）

窪田　    晟也 （東京都） 槙矢    剛 （神奈川県） 石川    和璃 （東京都） 小笠原    奨悟 （静岡県）

鬼塚    聡 （千葉県） 野村    翼 （愛知県） 岡本    靖寛 （広島県） 狩山    勇輝 （広島県）

伊藤    慧伍 （愛知県） 有馬    丈博 （愛知県） 林    建吾 （広島県） 土肥野    弘貴 （神奈川県）

国本    裕人 （愛知県） 富山    雄貴 （山口県） 木戸    友輝 （神奈川県） 熊澤    壮太 （愛知県）

　　　　【通過点：１１３９点】

高校女子部門（１６／１６名）

伊藤    佐保梨 （京都府） 菊池    百花 （山梨県） 小野    綾香 （山梨県） 堀口　    理沙 （愛知県）

吉山    唯 （広島県） 山本    紗矢香 （広島県） 村木    友里 （山梨県） 小城    碧 （広島県）

清水    遥 （山梨県） 岩渕    萌 （岩手県） 狐塚    佑姫 （岐阜県） 喜連川    朱音 （広島県）

戸塚    沙椰 （静岡県） 中村    星羅 （岐阜県） 長坂    真理香 （愛知県） 田中    舞花 （愛知県）

　　　　【通過点：１１２１点】

小中学男子部門（１０／１０名）

光永    嶺 （広島県） 幅    研人 （愛知県） 長田    來土 （山梨県） 吉山    遼 （広島県）

種田    利空 （愛知県） 戸松    大輔 （愛知県） 田中    慶輝 （広島県） 長谷川    陸 （広島県）

原田    健太 （広島県） 河田    倖奈 （広島県）

　　【通過点（キャデットシングル）：１０５７点】

小中学女子部門（１６／１９ 名）

小川    万諒 （静岡県） 安久    詩乃 （京都府） 古川    由紀乃 （東京都） 浅井    友香 （岐阜県）

大饗    夕起 （岡山県） 小川    浩加 （岐阜県） 大橋    朋花 （岐阜県） 隅谷    笑里 （岡山県）

井上    穂乃佳 （京都府） 岡本    須実令 （岡山県） 守屋    実久 （京都府） 北谷    明日香 （京都府）

河村    有里 （京都府） 居樹    佳奈江 （岡山県） 堤    友瀬 （京都府） 戸田    佳菜子 （広島県）

　　　【通過点（キャデットシングル）：１０２９点】

世界選手権出場枠（コンパウンド部門　男子１名　女子１名）

山本    悠太 （世界選手権代表） 林    享美 （世界選手権代表）

以上

　　　　　　　　  [公印省略]

　※１　参加費は８／３１までに全ア連事務局までお振込ください。（振込先は開催要項をご参照ください）

　※２　宿泊・弁当の申し込みは直接㈱ヤマハリゾートヘ９／１０まで、振込は９／１８までに手続き願います。

　　　副会長　島　田　晴　男

　会長職務代行者　　
　（公社）全日本アーチェリー連盟


