
第５６ 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会　出場者名簿

リカーブ部門：男子

(1/1)

古川 高晴 和歌山県

(9/9)

堀井 勇斗 北海道 佐藤 尚樹 福島県 山本 博 東京都 宮原 雅 長野県 佐々木 和真 岐阜県

千葉 恭平 学ア連 奥 勇登 広島県 廣瀬 基 香川県 島田 拓弥 学ア連

(15/15) 【通過点1245点】

大野 佑貴 大分県 河田 悠希 広島県 佐藤 博乙 東京都 天野 良太 大阪府 大井 一輝 学ア連

西村 義貴 長崎県 中西 絢哉 岡山県 岩崎 恭平 埼玉県 小岩 創司 学ア連 今井 拓麻 学ア連

三浦 雄樹 学ア連 加藤 秀人 岡山県 土佐 享生 学ア連 中村 和音 東京都 久保山 湧亮 学ア連

(71/89) ※要項通りに人数を割り当てた 【通過点1281点】

尾崎 寛人 学ア連 菊地 栄樹 広島県 武藤 弘樹 愛知県 田畑 隼剛 神奈川県 杉尾 智輝 学ア連

小林 史弥 広島県 杉本 翔太 滋賀県 鬼山 直也 学ア連 島村 健一 埼玉県 辻岡 拓也 埼玉県

岩田 歩 学ア連 大貫 渉 学ア連 坂野 太一 埼玉県 山本 和樹 学ア連 近藤 直哉 愛知県

大田 昌平 広島県 不破 俊典 学ア連 川島 慎平 学ア連 向井 徹 学ア連 土井 友幹 和歌山県

津田 勇志 学ア連 本間 薫 埼玉県 倉矢 知明 和歌山県 古賀 翔汰 佐賀県 田中 寛己 学ア連

窪田 晟也 東京都 吉永 弘幸 大阪府 石津 優 広島県 楠本 剛史 学ア連 山本 雅也 滋賀県

今井 雅樹 学ア連 福田 圭宏 奈良県 山田 啓睦 学ア連 松井 孝夫 埼玉県 小川 哲生 静岡県

冨田 一志 千葉県 川津 裕太郎 学ア連 小笠原 奨悟 静岡県 福井 史哉 学ア連 小笠原 琢磨 静岡県

鄭 裕寅 学ア連 小野寺 壮登 学ア連 喜多田 治彦 埼玉県 内田 陽 静岡県 田崎 亘悠 静岡県

丹野 天士 学ア連 田中 克英 学ア連 西村 洋毅 兵庫県 林 建吾 広島県 松原 孝臣 北海道

遠藤 良祐 学ア連 前田 悠帆 学ア連 大川 龍星 長崎県 戸田 敦大 広島県 岡田 拓巳 学ア連

舘野 磨生 栃木県 行場 聖吾 北海道 駒形 竜成 埼玉県 竹内 寛人 愛知県 富永 悠幹 福岡県

平山 洋基 岡山県 泉 雄也 広島県 中臺 崚介 神奈川県 岡田 直人 学ア連 小笠原 修一 北海道

上山 翔 学ア連 大久保 琢仁 学ア連 植田 悟司 学ア連 山本 周平 学ア連 幅 研人 愛知県

竹内 悠真 学ア連

リカーブ部門：女子

(0/0)

(9/9)

中村 純銘 北海道 宮木 芙美代 青森県 星 亜沙美 栃木県 宮原 明日香 長野県 西村 紗芳 岐阜県

長瀬 友里 学ア連 長岡 光江 広島県 若藤 綺英羅 愛媛県 永峰 沙織 学ア連

(19/19) ※要項通りに人数を割り当てた 【通過点1253点】

西野 汐梨 学ア連 和田 茜 学ア連 加藤 綾乃 学ア連 鬼山 美佳 学ア連 久原 千夏 学ア連

遠間 あずさ 学ア連 古田 悠 学ア連 田中 由希子 学ア連 加藤 沙織 学ア連 清水 遥 山梨県

得永 美月 学ア連 戸塚 沙椰 静岡県 菊池 百花 山梨県 林 香里 学ア連 遊佐 萌藍 学ア連

安河内 菜摘 学ア連 舩見 真奈 山形県 大石 早紀 静岡県 福井 瑞生 学ア連

(32/32) 【通過点1252点】

川中 香緒里 大阪府 林 勇気 京都府 堀口 理沙 愛知県 澤出 愛美 埼玉県 足立 奈穂 京都府

佐藤 真奈美 学ア連 服部 由莉 学ア連 中村 美樹 学ア連 杉林 りな 学ア連 小城 碧 学ア連

川渕 真弓 学ア連 石田 明日香 広島県 松本 彩音 広島県 杉本 智美 学ア連 入江 優 学ア連

吉山 唯 広島県 小笠原 瞳 学ア連 平 美香 埼玉県 小林 加奈 福岡県 園川 晴子 学ア連

大澤 妃奈乃 埼玉県 及川 未稀 学ア連 山田 実央 学ア連 貫野 まいこ 埼玉県 斉藤 春菜 学ア連

大嶋 恵 和歌山県 鈴木 葵 和歌山県 吉田 優衣 学ア連 松下 文香 学ア連 長網 美樹 学ア連

濱田 佳奈 学ア連 木下 あすか 学ア連

前年度優勝者

申請なし

ブロック大会優勝者

FITA（1440）ラウンド

７０ｍラウンド

前年度優勝者

ブロック大会優勝者

FITA（1440）ラウンド

７０ｍラウンド



第５６ 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会　出場者名簿

コンパウンド部門：男子

(1/1)

森本 紘文 京都府

(9/9) ※要項通りに不足人数を割り当てた 【通過点1324点】

野々下 進 大分県 松村 晃志 東京都 矢花 真祐 東京都 佐藤 久仁人 大分県 古川 慎一 兵庫県

樋口 英治 香川県 佐々木 昭一 神奈川県 島尻 政幸 岐阜県 二戸 慶和 東京都

(13/13) 【通過点1363点】

島田 隆之 東京都 山本 悠太 東京都 塚本 恭司 愛知県 西田 昌司 東京都 夏井 翔太 学ア連

安治 直人 鳥取県 山口 諒 東京都 小林 奏太 学ア連 佐藤 正八 東京都 有迫 幸樹 大阪府

蔭山　 亮 大分県 山田 彰 岐阜県 小川 佳記 奈良県

コンパウンド部門：女子

(1/1)

熊澤 徳代 愛知県

(5/5) ※要項通りに人数を割り当てた 【通過点1340点】

小川 尚美 奈良県 住吉 ユウ子 兵庫県 天神 聡子 広島県 藤澤 三枝子 兵庫県 長崎　 加津子 神奈川県

(3/3) 【通過点1347点】

秋山 なるみ 東京都 林 享美 群馬県 本多 由美子 北海道

FITA（1440）ラウンド

５０ｍラウンド

前年度優勝者

FITA（1440）ラウンド

５０ｍラウンド

前年度優勝者


