
全日ア連競技第14-010号
　　　 　 平成２６年 ５月２５日

（公社）全日本アーチェリー連盟

　　　会長職務代行者 副会長　島田 晴男
　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

　　　第４７回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会　　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ご連絡いたします。

　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下さい。

　尚、選考決定後の辞退は認められません。　（ 主管：兵庫県　　会場：加東市滝野総合公園グラウンド ）

　弁当の申し込みは  ５／３０ までに兵庫県ア協会に申し込んで下さい。　参加費は  ６／２までに本連盟指定口座に振り込んで下さい。

  宿泊は各自で手配願います。なお会場近くの施設案内を同送しましたので参考にして下さい。

記

リカーブ部門 ： 壮年男子　前回優勝者　 （ ０名／１名）

リカーブ部門 ： 壮年男子   ＦＩＴＡラウンド （ ８名／１０名） 【通過点１１７２点】

松井 孝夫 (埼玉県) 妹尾 克己 (山口県) 三宅 誠 (愛知県) 佐藤 剛 (東京都)

安藤 智俊 (神奈川県) 安島 裕 (東京都) 阿部 浩之 (東京都) 山田 朗夫 (神奈川県)

リカーブ部門 ： 壮年男子  ７０ｍラウンド （ ９名／１６名） 【通過点　５９８点】

井澤 俊昭 (鹿児島県) 永留 久男 (鹿児島県) 川上 憲二 (東京都) 岡田 健志 (東京都)

大竹　 肇 (神奈川県) 谷口 義信 (熊本県) 藤川 毅 (大阪府) 山下 高司 (神奈川県)

町田 幸司 (東京都)

リカーブ部門 ： 一般男子  前回優勝者

吉永 弘幸 (大阪府)

リカーブ部門 ： 一般男子   ＦＩＴＡラウンド （ ２２名／２９名） 【通過点１２３１点】

天野 良太 (大阪府) 大野　 佑貴 (大分県) 菊地 栄樹 (広島県) 小林 史弥 (広島県)

坂野 太一 (埼玉県) 佐々木 和真 (岐阜県) 西村 洋毅 (兵庫県) 大田 昌平 (広島県)

西村 義貴 (長崎県) 本間 薫 (埼玉県) 辻岡 拓也 (埼玉県) 山本 真也 (愛知県)

清水 雅英 (埼玉県) 阿部 裕行 (神奈川県) 喜多田 治彦 (埼玉県) 土井 友幹 (和歌山県)

酒井 駿 (岐阜県) 井上 順二 (神奈川県) 前田 貴史 (長崎県) 花井 達広 (大阪府)

玉井 文浩 (東京都) 尾上 輝樹 (兵庫県) （※開催地推薦者1名を含む）

リカーブ部門 ： 一般男子  ７０ｍラウンド （ ２２名／２８名） 【通過点　６１０点】

杉本 翔太 (滋賀県) 守屋 龍一 (大阪府) 福田 圭宏 (奈良県) 内田 陽 (静岡県)

森 正樹 (大分県) 宮原 雅 (長野県) 山中 祐大 (神奈川県) 山下 悠貴 (鹿児島県)

末武 寛基 (大阪府) 枡 晋吾 (大阪府) 平野 寛明 (岐阜県) 新田 恵一郎 (熊本県)

林 孝尚 (山梨県) 小林 大輔 (愛知県) 山口 翔太郎 (滋賀県) 中村 和音 (東京都)

松本 登祉夫 (大阪府) 深谷 智史 (茨城県) 上山 友裕 (大阪府) 福原 伊公哉 (京都府)

山本 諒 (兵庫県) 大野　 貴慎 (大分県)

リカーブ部門 ： 女子  前回優勝者　　

澤出 愛美 (埼玉県)

リカーブ部門 ： 女子  ＦＩＴＡラウンド （ ２３名／２４名） (※70Ｍラウンドの定員を満たさなかったため９名追加した) 【通過点１２０５点】

林 勇気 (京都府) 川中 香緖里 (大阪府) 石田 明日香 (広島県) 大久保 舞 (和歌山県)

平 美香 (埼玉県) 長岡 光江 (広島県) 西村 紗芳 (岐阜県) 貫野 まいこ (埼玉県)

松本 彩音 (広島県) 足立 奈穂 (京都府) 大嶋 恵 (和歌山県) 圖師 未希絵 (広島県)

鈴木 葵 (和歌山県) 谷田部 一水 (東京都) 桜沢 明代 (東京都) 張間 舞妃 (和歌山県)

大石 早紀 (静岡県) 五反田 裕子 (岐阜県) 小森 彩春名 (長崎県) 長場 菜々美 (東京都)

中塚 由美 (山口県) 石黒 絵美 (愛知県) 駒寄 真弓 (石川県)

リカーブ部門 ： 女子  ７０ｍラウンド （ ６名／６名） 【通過点　５５６点】

宮原 明日香 (長野県) 池内 麻実 (東京都) 岩崎 香里 (東京都) 小川 弘子 (茨城県)

宮﨑 ゆみ (東京都) 渡邉 彰子 (愛知県)

コンパウンド部門 ： 男子  前回優勝者　　

島田 隆之 (東京都)

コンパウンド部門 ： 男子  ＦＩＴＡラウンド （ ８名／１５名） 【通過点１３５７点】

塚本 恭司 (愛知県) 山田 彰 (岐阜県) 大隈 直斗 (東京都) 野々下 進 (大分県)

佐々木 昭一 (神奈川県) 森本 紘文 (京都府) 小川 佳記 (奈良県) 古川 慎一 (兵庫県)

コンパウンド部門 ： 男子  ５０ｍラウンド （ ９名／１３名） 【通過点　６７４点】

山本 悠太 (東京都) 安治 直人 (鳥取県) 有迫 幸樹 (大阪府) 山口 諒 (東京都)

西田 昌司 (東京都) 佐藤 正八 (東京都) 中島 利彰 (熊本県) 野口 照夫 (大阪府)

中村 哲也 (長野県)

コンパウンド部門 ： 女子  前回優勝者　　

本多 由美子 (北海道)

コンパウンド部門 ： 女子  ＦＩＴＡラウンド （ ２名／４名） 【通過点１３４７点】

小川 尚美 (奈良県) 平沢 奈古 (埼玉県)

コンパウンド部門 ： 女子  ５０ｍラウンド （ ３名／３名） 【通過点　６６３点】

秋山 なるみ (東京都) 熊澤 徳代 (愛知県) 伊藤 文子 (大阪府)

以上

関係各位


