
第３５回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会出場者名簿

ベアボウ男子（１６/１９）

前回優勝者

長嶋 誠 神奈川県

【通過点２７２点】

榎並 敏也 東京都 根岸 祐司 群馬県 澤 博信 神奈川県 浅田 真児 京都府 中川 邦房 東京都

高瀬 一男 神奈川県 磯部 茂 東京都 佐々木 信一 東京都 幸塚 凌 東京都 中島 澄男 東京都

山口 明澄 東京都 栗本 享明 愛知県 大野 純一 東京都 武川 鉱一 神奈川県 浅田 等司 三重県

ベアボウ女子（８/８）

前回優勝者

若林 淑子 京都府

【通過点１９５点】

平野 弘美 三重県 古川 純子 神奈川県 中島 裕子 東京都 島方 美乃 群馬県 遠藤 博美 神奈川県

橋本 さち子 京都府 糸井 初子 京都府

コンパウンド男子（１８/２７）

前回優勝者

塚本 恭司 愛知県

【通過点３６４点】

山田 彰 岐阜県 鹿嶋 久義 大阪府 西田 昌司 東京都 小川 佳記 奈良県 小島 良 東京都

矢花 真祐 東京都 佐藤 正八 東京都 安治 直人 鳥取県 辻田 喜久郎 神奈川県 二戸 慶和 東京都

森 昌之 愛知県 大塚 忠胤 栃木県 佐々木 善信 大阪府 武田 昌幸 山形県 今井 克也 群馬県

江藤 靖臣 栃木県 中村 哲也 長野県

コンパウンド女子（６/６）

前回優勝者

小川 尚美 奈良県

【通過点３１７点】

長崎 加津子 神奈川県 熊澤 徳代 愛知県 小林 麻里子 栃木県 住吉 ユウ子 兵庫県 福井 晃子 大阪府

リカーブ男子（３４/３７）

前回優勝者

近藤 英之 東京都

【通過点２６７点】

山本 諒 兵庫県 横山 武史 大阪府 井上 直人 京都府 尾上 輝樹 兵庫県 山下 高司 神奈川県

神谷 尚行 京都府 古田 真一 愛知県 西村 洋毅 兵庫県 手嶋 秀泰  宮城県 粥川 真 大阪府

中村 和音 東京都 永縄 直仁 愛知県 宮藤 敏浩 愛知県 村野 誠一郎 東京都 加藤 清幸 富山県

清水 洋兵 東京都 鈴木 桂 群馬県 山田 朗夫 神奈川県 後藤 教明 東京都 北村 純一 北海道

川上 憲二 東京都 七澤 信 富山県 金田 理 福岡県 棚澤 隆 群馬県 松口 大学 東京都

早川 進也 三重県 滝野 国男 群馬県 牧田 徹哉 東京都 舘野 雄次 神奈川県 稲垣 伸博 東京都

上野 明博 神奈川県 田中 真人 東京都 千島 英樹 東京都

リカーブ女子（１４/１４）

前回優勝者

岩﨑 香里 東京都

【通過点２３７点】

高木 香織 京都府 中塚 由美 山口県 前野 いくみ 京都府 廣木 かよ子 東京都 池澤 かおり 東京都

平野 順子 京都府 近藤 真弓 静岡県 加藤 光 東京都 船戸 秀美 徳島県 川名 美佳 東京都

千島 てる子 東京都 小寺 郁子 三重県 寺岡 ゆかり 三重県
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（地元推薦枠含む）


