
第１２回全関西室内アーチェリー大会選考結果報告書　第１部ＣＰ

【ＣＰ男子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３

1 鹿嶋　久義 カシマ　ヒサヨシ 枚方ＡＣ CPM 575 569 紀南事務所 大阪府

2 小川　佳記 オガワ　ヨシノリ 奈良県ア連 CPM 573 570 ㈱アイ・エス・ディ 奈良県

3 田中　幹人 タナカ　ミキト 京都府ア連 CPM 571 565 京都／太陽の家 京都府

4 古川　慎一 フルカワ　シンイチ 兵庫県ア連 CPM 569 566 富士電波工業㈱ 兵庫県

5 清水　将司 シミズ　ショウジ 交野クラブ CPM 567 567 大阪高級鋳造鉄工㈱ 大阪府

6 森井　英雄 モリイ　ヒデオ 東梅田クラブ CPM 563 563 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

7 佐々木　善信 ササキ　ヨシノブ 千里クラブ CPM 563 559 吹田市消防本部 大阪府

8 林　敦司 ハヤシ　アツシ 友創クラブ CPM 562 558 ㈱ﾊｽｺｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 大阪府

9 有迫　幸樹 アリサコ　コウキ Bull's-eye CPM 560 555 阪南大学 大阪府

10 野口　照夫 ノグチ　テルオ 友創クラブ CPM 558 557 追手門学院大学　職員 大阪府

11 小笹　優治 オザサ　ユウジ 千里クラブ CPM 556 556 ㈱瑞光 大阪府

12 小壁　昭一 コカベ　ショウイチ ＹＯＹＯＳＡ CPM 552 550 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

13 松塚　淳男 マツヅカ　アツオ 奈良県ア連 CPM 552 日東電機産業㈱ 奈良県

14 福元　規明 フクモト　ノリアキ 悠弓ＡＣ CPM 547 547 自営業 大阪府

15 西原　昭義 ニシハラ　アキヨシ 千里クラブ CPM 543 539 ＹＵＭＥ気孔研究所 大阪府

16 松村　秀夫 マツムラ　ヒデオ 千亀利クラブ CPM 536 大阪府住供給公社 大阪府

17 秋葉　良彦 アキバ　ヨシヒコ 千里クラブ CPM 522 516 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

18 松下　二郎 マツシタ　ジロウ 東梅田クラブ CPM 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

19 粟田　隆三郎 アワタ　リュウザブロウ東梅田クラブ CPM 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

20 奥野　和男 オクノ　カズオ On-Line CPM 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

【ＣＰ女子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３

1 伊藤　文子 イトウ　フミコ 千里クラブ CPW 576 570 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

2 中原　博子 ナカハラ　ヒロコ 千里クラブ CPW 564 563 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

3 林　浩子 ハヤシ　ヒロコ 千里クラブ CPW 555 555 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

4 小笹　佐世子 オザサ　サヨコ 千里クラブ CPW 555 554 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

5 浜田　好子 ハマダ　ヨシコ 千里クラブ CPW 554 553 吹田市立佐井寺小学校　教員 大阪府

6 清水　香澄 シミズ　カスミ 兵庫県ア連 CPW 549 545 ローソン 兵庫県

7 福井　晃子 フクイ　アキコ 枚方ＡＣ CPW 535 530 ＡＬＳＯＫ 大阪府



第１２回全関西室内アーチェリー大会選考結果報告書　第２部ＲＣキャデット

【ＲＣキャデット女子】（指定強化選手）

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 伊藤　佐保梨 イトウ　サオリ 同志社女子中学校 RCW-K3 同志社女子中学校 京都府 ○

2 矢田　怜子 ヤダ　レイコ 同志社女子中学校 RCW-K3 同志社女子中学校 京都府 ○

【ＲＣキャデット男子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 上森　瑞生 カミモリ　ミズキ 大阪市ア協 RCM-K3 546 534 甲陽学院中学校 大阪府

2 西川　将史 ニシカワ　マサフミ 奈良学園中学校 RCM-K3 420 339 奈良学園中学校 奈良県

3 中山　優豊 ナカヤマ　ユウト 奈良学園中学校 RCM-K3 奈良学園中学校 奈良県

4 田中　康太 タナカ　コウタ 奈良学園中学校 RCM-K3 奈良学園中学校 奈良県

【ＲＣキャデット女子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 櫛部　衣代 クシベ　イヨ 奈良学園中学校 RCW-K3 445 413 奈良学園中学校 奈良県

2 飯島　佐織 イイジマ　サオリ 奈良学園中学校 RCW-K3 333 259 奈良学園中学校 奈良県



第１２回全関西室内アーチェリー大会選考結果報告書　第２部ＲＣ少年

【ＲＣ少年男子】（指定強化選手）

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 上山　翔 ウエヤマ　ショウ 常翔学園高校 RCM-Y2 560 517 常翔学園高校 大阪府 ○

2 岩本　享介 イワモト　キョウスケ 和歌山高校 RCM-Y3 557 556 和歌山高校 和歌山県 ○

3 岡　誠 オカ　マコト 常翔学園高校 RCM-Y3 556 544 常翔学園高校 大阪府 ○

4 一樂　輝 イチラク　ヒカル 甲南高校 RCM-Y1 543 甲南高校 兵庫県 ○

5 鷲本　拓司 ワシモト　タクジ 貴志川高校 RCM-Y2 542 527 貴志川高校 和歌山県 ○

6 加藤　海 カトウ　カイ 常翔学園高校 RCM-Y3 540 常翔学園高校 大阪府 ○

7 近藤　正規 コンドウ　マサキ 滝川高校 RCM-Y2 539 滝川高校 兵庫県 ○

8 阿南　誠 アナン　マコト 夢野台高校 RCM-Y2 537 夢野台高校 兵庫県 ○

9 向井　徹 ムカイ　トオル 和歌山高校 RCM-Y2 537 520 和歌山高校 和歌山県 ○

10 山本　祐樹 ヤマモト　ユウキ 和歌山高校 RCM-Y1 531 526 和歌山高校 和歌山県 ○

11 川島　慎平 カワシマ　シンペイ 常翔学園高校 RCM-Y2 515 463 常翔学園高校 大阪府 ○

12 津田　勇志 ツダ　ユウジ 和歌山高校 RCM-Y1 512 504 和歌山高校 和歌山県 ○

13 河原田　湧斗 カワハラダ　ユウト 和歌山高校 RCM-Y2 509 508 和歌山高校 和歌山県 ○

14 遊佐　正脩 ユサ　セイシュウ 星翔高校 RCM-Y1 476 星翔高校 大阪府 ○

15 赤堀　有暉雄 アカホリ　ユキオ 常翔学園高校 RCM-Y2 443 420 常翔学園高校 大阪府 ○

16 土谷　唯人 ツチタニ　ユイト 貴志川高校 RCM-Y2 403 391 貴志川高校 和歌山県 ○

17 福井　椋也 フクイ　リョウヤ 岸和田市立産業高校 RCM-Y1 岸和田市立産業高校 大阪府 ○

18 松本　朋之 マツモト　トモユキ 山本高校 RCM-Y1 山本高校 大阪府 ○

19 吉田　拓哉 ヨシダ　タクヤ 神島高校 RCM-Y1 神島高校 和歌山県 ○

20 和所　拓洋 ワショ　タクミ 莵道高校 RCM-Y2 莵道高校 京都府 ○

21 和田　拓馬 ワダ　タクマ 同志社高校 RCM-Y2 同志社高校 京都府 ○

22 鈴木　聡 スズキ　サトシ 同志社高校 RCM-Y2 同志社高校 京都府 ○

23 村上　良 ムラカミ　リョウ 京都府立工業高校 RCM-Y2 京都府立工業高校 京都府 ○

24 藤田　真之 フジタ　マサユキ 京都府立工業高校 RCM-Y2 京都府立工業高校 京都府 ○

25 水谷　大地 ミズタニ　ダイチ 京都府立工業高校 RCM-Y3 京都府立工業高校 京都府 ○

【ＲＣ少年女子】（指定強化選手）

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 遊佐　萌藍 ユサ　モアイ 帝塚山学院高校 RCW-Y3 564 帝塚山学院高校 大阪府 ○

2 戸谷　美菜 トタニ　ミナ 松蔭高校 RCW-Y2 544 松蔭高校 兵庫県 ○

3 山田　奈美 ヤマダ　ナミ 岸和田市立産業高校 RCW-Y3 538 520 岸和田市立産業高校 大阪府 ○

4 谷垣内　恵美 タニガイト　エミ 貴志川高校 RCW-Y2 532 488 貴志川高校 和歌山県 ○

5 須原　愛莉 スハラ　アイリ 松蔭高校 RCW-Y2 523 松蔭高校 兵庫県 ○

6 川瀬　沙耶 カワセ　サヤ 堺東高校 RCW-Y3 520 506 堺東高校 大阪府 ○

7 河本　友実 カワモト　ユミ 和歌山高校 RCW-Y2 515 509 和歌山高校 和歌山県 ○

8 松本　愛菜 マツモト　アイナ 和歌山高校 RCW-Y1 513 506 和歌山高校 和歌山県 ○

9 名倉　也案 ナグラ　ナリヤ 舞子高校 RCW-Y2 512 舞子高校 兵庫県 ○

10 田中　由希子 タナカ　ユキコ 帝塚山学院高校 RCW-Y2 509 帝塚山学院高校 大阪府 ○

11 田中　佑美 タナカ　ユミ 山本高校 RCW-Y2 506 489 山本高校 大阪府 ○

12 伊藤　加奈子 イトウ　カナコ 和歌山高校 RCW-Y1 502 474 和歌山高校 和歌山県 ○

13 岩橋　ひとみ イワハシ　ヒトミ 貴志川高校 RCW-Y2 493 486 貴志川高校 和歌山県 ○

14 三宅　理沙 ミヤケ　リサ 貴志川高校 RCW-Y1 482 472 貴志川高校 和歌山県 ○

15 北村　潮美 キタムラ　シオミ 和歌山高校 RCW-Y1 460 378 和歌山高校 和歌山県 ○

16 林　優奈 ハヤシ　ユウナ 和歌山高校 RCW-Y1 454 413 和歌山高校 和歌山県 ○

17 坂本　梓 サカモト　アズサ 貴志川高校 RCW-Y2 446 437 貴志川高校 和歌山県 ○

18 愛瀬　七菜 アイセ　ナナ 和歌山高校 RCW-Y1 441 424 和歌山高校 和歌山県 ○

19 橋本　安沙実 ハシモト　アサミ 和歌山高校 RCW-Y1 427 425 和歌山高校 和歌山県 ○

20 波座　安菜 ハザ　アンナ 神島高校 RCW-Y2 418 神島高校 和歌山県 ○

21 古守　瀬里香 コモリ　セリカ 神島高校 RCW-Y2 401 神島高校 和歌山県 ○

22 中川　涼香 ナカガワ　リョウコ 山本高校 RCW-Y2 400 山本高校 大阪府 ○

23 牧野　穂乃花 マキノ　ホノカ 堺東高校 RCW-Y1 堺東高校 大阪府 ○

24 野田　愛実 ノダ　アイミ 山本高校 RCW-Y1 山本高校 大阪府 ○

25 吉村　倫実 ヨシムラ　トモミ 山本高校 RCW-Y1 山本高校 大阪府 ○

26 木村　真有 キムラ　マユ 同志社女子高校 RCW-Y1 同志社女子高校 京都府 ○

27 和泉　薫 イズミ　カオル 同志社女子高校 RCW-Y1 同志社女子高校 京都府 ○

28 大前　佳子 オオマエ　カコ 同志社女子高校 RCW-Y1 同志社女子高校 京都府 ○

29 安藤　美汐 アンドウ　ミユ 貴志川高校 RCW-Y1 貴志川高校 和歌山県 ○

30 秋月　咲千穂 アキヅキ　サチホ 桐蔭高校 RCW-Y1 桐蔭高校 和歌山県 ○

31 森本　麻友美 モリモト　マユミ 莵道高校 RCW-Y2 莵道高校 京都府 ○

32 佐藤　花香 サトウ　ハルカ 木津高校 RCW-Y2 木津高校 京都府 ○



第１２回全関西室内アーチェリー大会選考結果報告書　第２部ＲＣ少年

【ＲＣ少年男子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 林　大貴 ハヤシ　ヒロタカ 奈良学園高校 RCM-Y1 559 538 奈良学園高校 奈良県

2 峯　正高 ミネ　マサタカ 山本高校 RCM-Y2 536 522 山本高校 大阪府

3 木村　賢尚 キムラ　マサナオ 山本高校 RCM-Y3 532 523 山本高校 大阪府

4 高島　惇志 タカシマ　アツシ 奈良学園高校 RCM-Y2 526 525 奈良学園高校 奈良県

5 國澤　主 クニサワ　ツカサ 奈良高校 RCM-Y2 525 501 奈良高校 奈良県

6 森田　吉朗 モリタ　ヨシオ 八日市南高校 RCM-Y2 523 502 八日市南高校 滋賀県

7 山中　康平 ヤマナカ　コウヘイ 奈良高校 RCM-Y2 520 519 奈良高校 奈良県

8 澤田　貴也 サワダ　タカヤ 京都府立工業高校 RCM-Y2 519 京都府立工業高校 京都府

9 服部　剛樹 ハットリ　ゴウキ 奈良高校 RCM-Y2 518 502 奈良高校 奈良県

10 宮本　雅之 ミヤモト　マサユキ 常翔学園高校 RCM-Y2 516 401 常翔学園高校 大阪府

11 増田　賢悟 マスダ　ケンゴ 奈良学園高校 RCM-Y1 513 492 奈良学園高校 奈良県

12 堀江　裕貴 ホリエ　ヒロキ 奈良高校 RCM-Y2 512 509 奈良高校 奈良県

13 藤関　友也 フジセキ　トモヤ 八日市南高校 RCM-Y2 508 481 八日市南高校 滋賀県

14 玉本　武 タマモト　タケル 奈良学園高校 RCM-Y1 505 501 奈良学園高校 奈良県

15 山田　亮 ヤマダ　リョウ 奈良学園高校 RCM-Y2 502 472 奈良学園高校 奈良県

16 白石　龍輝 シライシ　タツキ 奈良高校 RCM-Y2 500 444 奈良高校 奈良県

17 大槻　河葉 オオツキ　コウヨウ 京都府立工業高校 RCM-Y2 500 京都府立工業高校 京都府

18 森山　大亮 モリヤマ　ダイスケ 関西大倉高校 RCM-Y2 497 462 関西大倉高校 大阪府

19 橋本　侑弥 ハシモト　ユウヤ 星翔高校 RCM-Y3 493 489 星翔高校 大阪府 ○

20 廣瀬　健人 ヒロセ　ケント 八日市南高校 RCM-Y2 493 470 八日市南高校 滋賀県

21 藤岡　大煕 フジオカ　ダイキ 奈良高校 RCM-Y2 492 470 奈良高校 奈良県

× 寺嶋　陽平 テラシマ　ヨウヘイ 八日市南高校 RCM-Y2 492 464 八日市南高校 滋賀県

× 廣道　友土 ヒロミチ　ユウト 岸和田市立産業高校 RCM-Y2 478 406 岸和田市立産業高校 大阪府

× 乙井　瑛伍 オトイ　エイゴ 奈良高校 RCM-Y2 475 446 奈良高校 奈良県

× 小田　達登 オダ　ダアト 常翔学園高校 RCM-Y2 475 287 常翔学園高校 大阪府

22 村上　勇輝 ムラカミ　ユウキ 山本高校 RCM-Y1 475 山本高校 大阪府

23 山野　聡太 ヤマノ　ソウタ 奈良学園高校 RCM-Y1 471 457 奈良学園高校 奈良県

× 吉村　浩亮 ヨシムラ　コウスケ 奈良学園高校 RCM-Y2 469 460 奈良学園高校 奈良県

× 今福　壮貴 イマフク　ソウキ 奈良高校 RCM-Y2 465 459 奈良高校 奈良県

× 長石　雅也 ナガイシ　マサヤ 八日市南高校 RCM-Y2 460 八日市南高校 滋賀県

24 濱田　裕輔 ハマダ　ユウスケ 奈良学園高校 RCM-Y1 454 437 奈良学園高校 奈良県

× 金岡　佑宣 カナオカ　ユウキ 常翔学園高校 RCM-Y2 453 437 常翔学園高校 大阪府

× 新藤　拓也 シンドウ　タクヤ 関西大倉高校 RCM-Y2 451 409 関西大倉高校 大阪府

× 岩本　直也 イワモト　ナオヤ 奈良高校 RCM-Y2 443 436 奈良高校 奈良県

× 池上　毅 イケガミ　ツヨシ 奈良学園高校 RCM-Y2 437 435 奈良学園高校 奈良県

× 大津　湧 オオツ　ユウ 堺東高校 RCM-Y2 428 405 堺東高校 大阪府

× 木村　光佑 キムラ　コウスケ 堺東高校 RCM-Y2 421 415 堺東高校 大阪府

× 杉本　悠斗 スギモト　ハルト 堺東高校 RCM-Y2 421 410 堺東高校 大阪府

× 堀井　敬太 ホリイ　ケイタ 常翔学園高校 RCM-Y2 413 193 常翔学園高校 大阪府

× 西田　佑樹 ニシダ　ユウキ 関西大倉高校 RCM-Y2 411 関西大倉高校 大阪府

× 井口　貴紀 イグチ　タカノリ 常翔学園高校 RCM-Y2 398 235 常翔学園高校 大阪府

25 北野　雅之 キタノ　マサユキ 山本高校 RCM-Y1 392 山本高校 大阪府

26 乾　暉昇 イヌイ　アキノリ 奈良学園高校 RCM-Y1 382 377 奈良学園高校 奈良県

× 猪田　浩二 イダ　コウジ 京都府立工業高校 RCM-Y2 309 京都府立工業高校 京都府

27 秋山　英輝 アキヤマ　ヒデキ 京都府立工業高校 RCM-Y1 京都府立工業高校 京都府

28 桐村　圭哉 キリムラ　ケイヤ 京都府立工業高校 RCM-Y1 京都府立工業高校 京都府

29 坂井　涼介 サカイ　リョウスケ 京都府立工業高校 RCM-Y1 京都府立工業高校 京都府

30 坂東　修平 バンドウ　シュウヘイ 山本高校 RCM-Y1 山本高校 大阪府

31 大庭　裕貴 オオバ　ユウキ 山本高校 RCM-Y1 山本高校 大阪府

32 泰山　雄大 タイヤマ　ユウタ 山本高校 RCM-Y1 山本高校 大阪府

33 鎌倉　大将 カマクラ　ダイスケ 山本高校 RCM-Y1 山本高校 大阪府

34 辰巳　修司 タツミ　シュウジ 山本高校 RCM-Y1 山本高校 大阪府

35 吉田　将 ヨシダ　ショウ 常翔学園高校 RCM-Y1 常翔学園高校 大阪府

36 平井　亮 ヒライ　リョウ 常翔学園高校 RCM-Y1 常翔学園高校 大阪府

37 紙谷　恵多 カミタニ　エイタ 常翔学園高校 RCM-Y1 常翔学園高校 大阪府

38 柴崎　信明 シバサキ　ノブアキ 常翔学園高校 RCM-Y1 常翔学園高校 大阪府

39 沖田　大輝 オキタ　タイキ 関西大倉高校 RCM-Y1 関西大倉高校 大阪府

40 久田　健太郎 クダ　ケンタロウ 関西大倉高校 RCM-Y1 関西大倉高校 大阪府

41 小家石　航 コヤイシ　ワタル 関西大倉高校 RCM-Y1 関西大倉高校 大阪府

× 安部　利洋 アベ　リイヨ 山本高校 RCM-Y2 山本高校 大阪府

× 佐藤　健人 サトウ　ケント 関西大倉高校 RCM-Y2 関西大倉高校 大阪府

× 祖父江　大樹 ソフエ　ヒロキ 関西大倉高校 RCM-Y2 関西大倉高校 大阪府

× 濱岡　拳 ハマオカ　ケン 関西大倉高校 RCM-Y2 関西大倉高校 大阪府
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【ＲＣ少年女子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 川口　実奈子 カワグチ　ミナコ 奈良学園高校 RCW-Y1 525 509 奈良学園高校 奈良県

2 叉江　史子 マタエ　フミコ 甲南女子高校 RCW-Y3 521 520 甲南女子高校 兵庫県

3 大橋　笙子 オオハシ　ショウコ 奈良高校 RCW-Y2 515 510 奈良高校 奈良県

4 赤澤　ひかる アカザワ　ヒカル 帝塚山学院高校 RCW-Y2 511 帝塚山学院高校 大阪府

5 巣籠　茜 スゴモリ　アカネ 奈良学園高校 RCW-Y1 509 492 奈良学園高校 奈良県

6 西村　愛 ニシムラ　アイ 奈良高校 RCW-Y2 503 471 奈良高校 奈良県

7 泉谷　祐里 イズタニ　ユリ 堺東高校 RCW-Y1 486 429 堺東高校 大阪府

8 堀　優美子 ホリ　ユミコ 関西大倉高校 RCW-Y2 483 関西大倉高校 大阪府

9 山本　亜依 ヤマモト　アイ 帝塚山学院高校 RCW-Y2 480 帝塚山学院高校 大阪府

10 池田　若菜 イケダ　ワカナ 奈良高校 RCW-Y2 477 433 奈良高校 奈良県

11 野中　由佳 ノナカ　ユフカ 堺東高校 RCW-Y1 461 423 堺東高校 大阪府

12 松井　悠理子 マツイ　ユリコ 奈良高校 RCW-Y2 461 414 奈良高校 奈良県

× 西又　映希 ニシマタ　ハキ 帝塚山学院高校 RCW-Y3 458 帝塚山学院高校 大阪府

× 菅野　公美子 スガノ　クミコ 同志社女子高校 RCW-Y2 448 同志社女子高校 京都府

× 鈴木　みなみ スズキ　ミナミ 帝塚山学院高校 RCW-Y2 388 帝塚山学院高校 大阪府

× 小倉　咲夏 オグラ　サキカ 同志社女子高校 RCW-Y2 372 同志社女子高校 京都府

× 杉林　実咲 スギバヤシ　ミサキ 関西大倉高校 RCW-Y2 313 関西大倉高校 大阪府

× 伊藤　宏華 イトウ　ヒロカ 関西大倉高校 RCW-Y2 250 関西大倉高校 大阪府

13 佐藤　夕映 サトウ　ユエ 関西大倉高校 RCW-Y1 関西大倉高校 大阪府

14 田中　佑奈 タナカ　ユウナ 関西大倉高校 RCW-Y1 関西大倉高校 大阪府

× 寺木　瞳 テラキ　ヒトミ 関西大倉高校 RCW-Y2 関西大倉高校 大阪府
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【ＲＣ成年男子】（指定強化選手）

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 松下　太生 マツシタ　ヒロキ 近畿大学 RCM 580 571 近畿大学 関西学連 ○

2 藤井　康史 フジイ　コウシ 兵庫県ア連 RCM 570 568 コーキ油業㈱ 兵庫県 ○

3 合田　友博 ゴウダ　トモヒロ 甲南大学 RCM 568 甲南大学 関西学連 ○

4 松木平　開 マツキヒラ　カイ 同志社大学 RCM 568 同志社大学 関西学連 ○

5 北村　治伸 キタムラ　ハルノブ 同志社大学 RCM 566 561 同志社大学 関西学連 ○

6 山本　諒 ヤマモト　リョウ 兵庫県ア連 RCM 566 ㈱加美乃素本舗 兵庫県 ○

7 山本　淳 ヤマモト　ジュン 同志社大学 RCM 555 同志社大学 関西学連 ○

8 大浦　弘記 オオウラ　ヒロキ 和歌山県ア協 RCM 551 549 医療法人彌栄会 和歌山県 ○

9 浦名　直樹 ウラナ　ナオキ 千亀利クラブ RCM 535 521 ㈱ﾊｽｺｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 大阪府 ○

10 守屋　龍一 モリヤ　リュウイチ 近大クラブ RCM ㈱ミキハウス 大阪府 ○

11 古川　高晴 フルカワ　タカハル 近大クラブ RCM 近畿大学　職員 大阪府 ○

12 長村　和昌 オサムラ　カズマサ 京都府ア連 RCM 旅亭紅葉 京都府 ○

【ＲＣ成年女子】（指定強化選手）

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 西村　紗芳 ニシムラ　サホ 桃山学院大学 RCW 572 569 桃山学院大学 関西学連 ○

2 大嶋　恵 オオシマ　メグミ 関西大学 RCW 572 近畿大学 関西学連 ○

3 岡本　章子 オカモト　アキコ 甲南女子大学 RCW 568 561 甲南女子大学 関西学連 ○

4 足立　奈穂 アダチ　ナホ 同志社大学 RCW 564 557 同志社大学 関西学連 ○

5 長村　恵里 オサムラ　エリ 近畿大学 RCW 554 551 近畿大学 関西学連 ○

6 松永　安紗子 マツナガ　アサコ 近畿大学 RCW 554 551 近畿大学 関西学連 ○

7 井戸本　恵莉紗 イドモト　エリサ 同志社大学 RCW 553 547 同志社大学 関西学連 ○

8 末隂　章奈 スエカゲ　アキナ 兵庫県ア連 RCW 551 540 日本管財㈱ 兵庫県 ○

9 三垣　日登美 ミガキ　ヒトミ 和歌山県ア協 RCW 545 541 医療法人彌栄会 和歌山県 ○

10 上野　亜也子 ウエノ　アヤコ 甲南大学 RCW 528 甲南大学 関西学連 ○

11 井戸本　響 イドモト　ヒビキ 関西学院大学 RCW 512 関西学院大学 関西学連 ○

12 林　勇気 ハヤシ　ユウキ 京都府ア連 RCW ㈱堀場製作所 京都府 ○

13 上野　百百子 ウエノ　モモコ 京都府ア連 RCW 京都市立洛南中学校　講師 京都府 ○

【ＲＣ成年男子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 白附　亮 シラツキ　リョウ 近畿大学 RCM 586 546 近畿大学 関西学連

2 佐藤　雅彦 サトウ　マサヒコ 近畿大学 RCM 579 578 近畿大学 関西学連

3 加藤　康文 カトウ　ヤスユキ 近畿大学 RCM 579 576 近畿大学 関西学連

4 音無　浩佑 オトナシ　コウスケ 同志社大学 RCM 577 571 同志社大学 関西学連

5 中村　龍 ナカムラ　リュウ 近畿大学 RCM 576 567 近畿大学 関西学連

6 平野　健太 ヒラノ　ケンタ 摂南大学 RCM 575 556 摂南大学 関西学連

7 土岐　秀幸 トキ　ヒデユキ 同志社大学 RCM 574 571 同志社大学 関西学連

8 大田　昌平 オオタ　ショウヘイ 近畿大学 RCM 571 562 近畿大学 関西学連

9 南　悟 ミナミ　サトル 立命館大学 RCM 569 562 立命館大学 関西学連

10 立崎　庄平 タチザキ　ショウヘイ 近畿大学 RCM 568 近畿大学 関西学連

11 西村　洋毅 ニシムラ　ヒロキ 同志社大学 RCM 567 565 同志社大学 関西学連

12 山中　将弘 ヤマナカ　マサヒロ 兵庫県ア連 RCM 567 546 ㈱上組 兵庫県

13 酒井　駿 サカイ　シュン 近畿大学 RCM 566 552 近畿大学 関西学連

14 上本　剛史 ウエモト　ツヨシ 近畿大学 RCM 561 546 近畿大学 関西学連

15 安保　博光 アボ　ヒロミツ 摂南大学 RCM 558 546 摂南大学 関西学連

16 中平　伸一 ナカヒラ　シンイチ 小金井ア協 RCM 556 556 ㈲ｳｲﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ オープン

17 下笠　朗 シモガサ　アキラ 近畿大学 RCM 556 近畿大学 関西学連

18 杉本　翔太 スギモト　ショウタ 近畿大学 RCM 553 近畿大学 関西学連

19 塚田　雄基 ツカダ　ユウキ 近畿大学 RCM 549 539 近畿大学 関西学連

20 神吉　亮 カンキ　リョウ 大阪経済大学 RCM 548 大阪経済大学 関西学連

21 森　英樹 モリ　ヒデキ なにわクラブ RCM 545 542 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

22 松井　聡之 マツイ　トシユキ 大阪産業大学 RCM 544 544 大阪産業大学 関西学連

23 森本　紘文 モリモト　ヒロフミ 同志社大学 RCM 543 543 同志社大学 関西学連

24 尾上　輝樹 オノウエ　テルキ 兵庫県ア連 RCM 543 530 ㈱富士テクノトランス 兵庫県

25 中澤　翔太 ナカザワ　ショウタ 桃山学院大学 RCM 541 桃山学院大学 関西学連

26 頼　哲哉 ヨリ　テツヤ 神戸大学 RCM 540 神戸大学 関西学連

27 清水　衛 シミズ　マモル なにわクラブ RCM 539 536 トーソー産業資材㈱ 大阪府

28 竹中　貴浩 タケナカ　タカヒロ 大阪産業大学 RCM 538 大阪産業大学 関西学連

29 横山　武史 ヨコヤマ　タケシ 千亀利クラブ RCM 536 ㈱サンクリエーション 大阪府

30 東原　亮平 ヒガシハラ　リョウヘイ 桃山学院大学 RCM 536 桃山学院大学 関西学連

31 辻井　佑多朗 ツジイ　ユウタロウ 桃山学院大学 RCM 536 桃山学院大学 関西学連

32 西山　仁裕 ニシヤマ　マサヒロ 摂南大学 RCM 533 531 摂南大学 関西学連

33 吉田　光 ヨシダ　アキラ 桃山学院大学 RCM 532 桃山学院大学 関西学連
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34 大植　將人 オオウエ　マサト 関西学院大学 RCM 532 関西学院大学 関西学連

35 高橋　知己 タカハシ　トモキ 摂南大学 RCM 530 摂南大学 関西学連

36 北口　誠人 キタグチ　マサト 摂南大学 RCM 526 摂南大学 関西学連

37 清水　利彦 シミズ　トシヒコ 兵庫県ア連 RCM 524 501 Ｓｇシステム㈱ 兵庫県 ○（希望）

38 河野　駿五 コウノ　シュンゴ 立命館大学 RCM 523 立命館大学 関西学連

39 平田　征也 ヒラタ　セイヤ 京都学園大学 RCM 520 京都学園大学 関西学連

40 山本　一樹 ヤマモト　カズキ 関西学院大学 RCM 519 関西学院大学 関西学連

41 小坂　琢也 コサカ　タクヤ 摂南大学 RCM 518 516 摂南大学 関西学連

42 高間　正隆 タカマ　マサタカ なにわクラブ RCM 515 506 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

43 吉田　晃 ヨシダ　アキラ なにわクラブ RCM 513 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

44 樋口　雄大 ヒグチ　タケヒロ 関西学院大学 RCM 505 関西学院大学 関西学連

45 寺内　立安 テラウチ　タツヤス なにわクラブ RCM 485 460 大阪府アーチェリー連盟 大阪府

46 田中　康嗣 タナカ　ヤスシ 京都府ア連 RCM 417 京都府立工業高校　教諭 京都府

47 畠山　直樹 ハタケヤマ　ナオキ 甲南大学 RCM 甲南大学 関西学連

48 井上　拓 イノウエ　タク 神戸大学 RCM 神戸大学 関西学連

49 吉田　佳祐 ヨシダ　ケイスケ 神戸大学 RCM 神戸大学 関西学連

50 藤村　圭蔵 フジムラ　ケイゾウ 枚方ＡＣ RCM 三洋電機ＣＥ㈱ 大阪府 ○

51 信貴　邦夫 シギ　クニオ On-Line RCM 信貴小児科 大阪府 ○

52 澤田　慎平 サワダ　シンペイ 京都学園大学 RCM 京都学園大学 関西学連

53 新井　良太 アライ　リョウタ 京都学園大学 RCM 京都学園大学 関西学連

54 増川　英雄 マスカワ　ヒデオ 神戸大学 RCM 神戸大学 関西学連

55 小奥　友也 コオク　トモヤ 摂南大学 RCM 摂南大学 関西学連

56 西田　翔 ニシダ　ショウ 摂南大学 RCM 摂南大学 関西学連

57 浜田　一樹 ハマダ　カズキ 摂南大学 RCM 摂南大学 関西学連

58 大村　紀央 オオムラ　キオ 摂南大学 RCM 摂南大学 関西学連

59 藤田　裕也 フジタ　ユウヤ 甲南大学 RCM 甲南大学 関西学連

60 濱田　隆純 ハマダ　タカズミ 甲南大学 RCM 甲南大学 関西学連

61 阪本　達哉 サカモト　タツヤ 大阪市立大学 RCM 大阪市立大学 関西学連

62 三野　知幸 サンノ　トモユキ 大阪市立大学 RCM 大阪市立大学 関西学連

63 大川　達也 オオカワ　タツヤ 大阪市立大学 RCM 大阪市立大学 関西学連

64 楠　真司 クスノキ　シンジ 大阪産業大学 RCM 大阪産業大学 関西学連

65 井本　達志 イモト　タツシ 関西外国語大学 RCM 関西外国語大学 関西学連

66 鈴木　祐喜 スズキ　ユウキ 関西外国語大学 RCM 関西外国語大学 関西学連

67 岡野　誠之 オカノ　マサユキ 大阪大学 RCM 大阪大学 関西学連

68 若林　大輔 ワカバヤシ　ダイスケ 関西学院大学 RCM 関西学院大学 関西学連

69 神崎　秀俊 カンザキ　ヒデトシ 天理大学 RCM 天理大学 関西学連

70 城内　祐貴 シロウチ　ユウキ 天理大学 RCM 天理大学 関西学連

71 長濱　進午 ナガハマ　シンゴ 天理大学 RCM 天理大学 関西学連

72 森　淳平 モリ　ジュンペイ 天理大学 RCM 天理大学 関西学連

73 大瀧　恵斗 オオタキ　ケイト 天理大学 RCM 天理大学 関西学連

74 永井　龍太郎 ナガイ　リュウタロウ 天理大学 RCM 天理大学 関西学連

75 寺島　基裕 テラシマ　モトヒロ 摂南大学 RCM 摂南大学 関西学連

【ＲＣ成年女子】

Ｎｏ 氏　名 フリガナ 所属 種別 申請点１ 申請点２ 所属２ 所属３ 第１部 強化選手

1 川中　香緒里 カワナカ　カオリ 近畿大学 RCW 578 近畿大学 関西学連

2 北上　眞由香 キタカミ　マユカ 近畿大学 RCW 568 近畿大学 関西学連

3 大久保　舞 オオクボ　マイ 近畿大学 RCW 566 近畿大学 関西学連

4 小玉　ひかり コダマ　ヒカリ 近畿大学 RCW 558 近畿大学 関西学連

5 平　美香 タイラ　ミカ 近畿大学 RCW 552 近畿大学 関西学連

6 岡西　晴香 オカニシ　ハルカ 桃山学院大学 RCW 552 桃山学院大学 関西学連

7 宮崎　里圭子 ミヤザキ　リカコ 大阪産業大学 RCW 550 547 大阪産業大学 関西学連

8 田中　明日香 タナカ　アスカ 近畿大学 RCW 547 近畿大学 関西学連

9 梅島　弘子 ウメジマ　ヒロコ 兵庫県ア連 RCW 541 540 ㈱創造学園 兵庫県

10 上野　江里子 ウエノ　エリコ 桃山学院大学 RCW 536 桃山学院大学 関西学連

11 馬野　枝里子 ウマノ　エリコ 大阪産業大学 RCW 517 517 大阪産業大学 関西学連

12 田代　智恵子 タシロ　チエコ On-Line RCW 515 505 大阪市役所 大阪府 ○

13 藤川　よう子 フジカワ　ヨウコ 甲南大学 RCW 503 甲南大学 関西学連

14 山本　祥子 ヤマモト　ショウコ 大阪経済大学 RCW 459 大阪経済大学 関西学連

15 市川　智子 イチカワ　トモコ 京都学園大学 RCW 393 京都学園大学 関西学連

16 浮田　恵 ウキタ　メグミ 関西学院大学 RCW 関西学院大学 関西学連

17 川瀬　由里絵 カワセ　ユリエ 京都女子大学 RCW 京都女子大学 関西学連

18 後藤　有奈 ゴトウ　ユナ 甲南大学 RCW 甲南大学 関西学連

19 田中　希和 タナカ　キワ 甲南大学 RCW 甲南大学 関西学連

20 往西　未樹 オウニシ　ミキ 大阪市立大学 RCW 大阪市立大学 関西学連

21 松長　市子 マツナガ　イチコ 大阪大学 RCW 大阪大学 関西学連


