
   全日ア連競技第１２-０３７号（9月30日修正）
２０１２年９月３０日

関係各位
（公社）全日本アーチェリー連盟

　　　会 長　　安 倍 晋 三
　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

　　　第５４回全日本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 つま恋多目的広場）
（参加費は１０／１２までに全ア連事務局まで、宿泊申込は１０／１２までに㈱ヤマハリゾートまで到着の事）

記
リカーブ部門：男子（FITAラウンド：６４／７３名）

金子 　令 （学ア連） 菊地 栄樹 （広島県） 田畑 隼剛 （神奈川県） 鬼山 直也 （山梨県）
佐藤 博乙 （学ア連） 山本 　博 （東京都） 天野 良太 （大阪府） 喜多田 治彦 （埼玉県）
大田 昌平 （学ア連） 小林 史弥 （広島県） 石津 　優 （広島県） 山内 敬介 （学ア連）
坂野 太一 （東京都） 守屋 龍一 （大阪府） 清水 雅英 （埼玉県） 島村 健一 （埼玉県）
佐々木 和真 （岐阜県） 佐藤 雅彦 （学ア連） 松井 孝夫 （埼玉県） 山本 悠太 （東京都）
土岐 秀幸 （京都府） 小岩 創司 （学ア連） 加藤 秀人 （岡山県） 今井 雅樹 （学ア連）
若山 佳将 （岐阜県） 杉本 翔太 （学ア連） 小西 　励 （神奈川県） 不破 俊典 （愛知県）
本間 　薫 （埼玉県） 大貫 　渉 （神奈川県） 酒井 　駿 （学ア連） 中村 　翔 （学ア連）
岸塚 祥矢 （学ア連） 早川 大貴 （学ア連） 佐藤 尚樹 （学ア連） 藤原 康司 （学ア連）
新井 優也 （学ア連） 大野 雄宏 （学ア連） 山中 祐大 （学ア連） 津田 勇志 （和歌山県）
戸田 敦大 （広島県） 松木平 　開 （学ア連） 髙野 　晃 （学ア連） 上本 剛史 （学ア連）
山本 和樹 （広島県） 尾崎 寛人 （学ア連） 宮原 　雅 （長野県） 岩崎 恭平 （学ア連）
音無 浩佑 （学ア連） 遠藤 　優 （東京都） 末田 修司 （学ア連） 大井 一輝 （神奈川県）
長谷川 康秀 （学ア連） 山本 真也 （学ア連） 野村　 　翼 （愛知県） 白附 　亮 （学ア連）
水野 彰洋 （愛知県） 鈴木 大史 （学ア連） 大崎 　祐 （学ア連） 西村 洋毅 （学ア連）
安藤 　孝 （学ア連） 森本 紘文 （学ア連） 槙矢 　剛 （神奈川県） 福田 圭宏 （奈良県）

　　　　　【通過点２５２２点】
リカーブ部門：男子（７０ｍラウンド：６／７名）

古川 高晴 （和歌山県） 松尾 政博 （長崎県） 小林　 　慧 （学ア連） 大塚 謙史 （学ア連）
阿部 一真 （学ア連） 新井 寛己 （兵庫県） 　　　　　  【通過点６４３点】

リカーブ部門：男子（地区優勝者：５名）
蓬田 昌伸 （北海道） 小川 哲生 （静岡県） 吉永 弘幸 （大阪府） 大西 隆仁 （香川県）
大野 佑貴 （大分県）

リカーブ部門：女子（FITAラウンド：４０／５２名）
早川 　漣 （長崎県） 蟹江 美貴 （大阪府） 永峰 沙織 （学ア連） 西村 紗芳 （岐阜県）
大久保 　舞 （学ア連） 鬼山 美佳 （学ア連） 下村 紗樹子 （神奈川県） 長岡 光江 （岐阜県）
足立 奈穂 （学ア連） 平 美香 （学ア連） 川中 香緒里 （学ア連） 星 亜沙美 （学ア連）
加藤 綾乃 （学ア連） 松下 紗耶未 （大阪府） 前山 明日香 （静岡県） 遊佐 萌藍 （学ア連）
椎谷 直美 （学ア連） 柏崎 寛奈 （学ア連） 野村　 美加 （学ア連） 川渕 真弓 （学ア連）
佐藤 真奈美 （学ア連） 中村 美樹 （学ア連） 貫野 まいこ （埼玉県） 北上 眞由香 （学ア連）
丸山 美由紀 （学ア連） 石田 明日香 （学ア連） 飯田 育恵 （学ア連） 図師 未希絵 （学ア連）
井戸本 恵莉紗 （学ア連） 和田 　茜 （学ア連） 小部 恵理子 （佐賀県） 齋藤 彩香 （学ア連）
斎藤 春菜 （学ア連） 山田 実央 （愛知県） 西野 真帆 （学ア連） 原野　 華子 （学ア連）
伊藤 佐保梨 （京都府） 杉林 りな （学ア連） 新海 　彩 （愛知県） 八巻 絵梨佳 （学ア連）

　　　　　【通過点２５５３点】
リカーブ部門：女子（７０ｍラウンド：３／５名）

早川 　浪 （神奈川県） 入江 　優 （学ア連） 西野 汐梨 （滋賀県） 　　　　　  【通過点６４４点】

リカーブ部門：女子（地区優勝者：５名）
安田 聡美 （北海道） 澤出 愛美 （埼玉県） 林 勇気 （京都府） 坪田 沙織 （広島県）
立橋 茉莉子 （福岡県）

コンパウンド部門：男子（３１／３３名）
大隈 直斗 （東京都） 塚本 恭司 （愛知県） 佐藤 正八 （東京都） 西田 昌司 （東京都）
平野 健太 （京都府） 谷内 淳哉 （神奈川県） 鹿嶋 久義 （大阪府） 安治 直人 （鳥取県）
種部 浩司 （東京都） 辻田 喜久郎 （神奈川県） 山田 　彰 （岐阜県） 小川 佳記 （奈良県）
松村 晃志 （東京都） 武田 昌幸 （山形県） 大野 真実 （埼玉県） 関 一也 （長野県）
有迫 幸樹 （大阪府） 古川 慎一 （兵庫県） 森 正宏 （神奈川県） 島田 隆之 （東京都）
工藤 勝浩 （長野県） 佐藤 一成 （東京都） 佐藤 久仁人 （大分県） 近藤 政治 （栃木県）
佐々木 昭一 （神奈川県） 中島 利彰 （熊本県） 加賀美 　護 （山梨県） 鈴木 雄一 （山梨県）
谷口 幸夫 （熊本県） 大野 寿明 （東京都） 服部 和正 （東京都） 　　　　　【通過点２６６４点】

コンパウンド部門：女子（１０／１１名）
秋山 なるみ （東京都） 伊藤 文子 （大阪府） 本多 由美子 （北海道） 熊澤 徳代 （愛知県）
前田 尚美 （三重県） 住吉 ユウ子 （兵庫県） 鈴木 正子 （山梨県） 天神 聡子 （広島県）
平澤 奈古 （埼玉県） 林 浩子 （大阪府） 　　　　　【通過点２６５４点】


