
２０１４年１月２５日
関係各位

（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

お詫びと共に「出場者名簿」を再送信いたします。

記  

リカーブ部門：男子（６５／９６名）

前年度優勝者 若山 佳将 （学ア連）

記録選考 山本 博 （東京都） 金子 令 （学ア連） 佐藤 博乙 （学ア連） 岩田 歩 （学ア連）

白附 亮 （学ア連） 大貫 渉 （学ア連） 古川 高晴 （和歌山県） 大井 一輝 （神奈川県）

小林 史弥 （広島県） 不破 俊典 （愛知県） 河田 悠希 （広島県） 大野 佑貴 （大分県）

川島 慎平 （学ア連） 吉永 弘幸 （大阪府） 山田 啓睦 （和歌山県） 山中 祐大 （神奈川県）

向井 徹 （学ア連） 佐藤 尚樹 （学ア連） 戸田 敦大 （広島県） 駒形 竜成 （埼玉県）

近藤 直哉 （愛知県） 鄭 裕寅 （学ア連） 前田 悠帆 （学ア連） 山本 和樹 （学ア連）

小岩 創司 （学ア連） 植田 悟司 （学ア連） 大田 昌平 （学ア連） 土井 友幹 （和歌山県）

中西 絢哉 （岡山県） 佐々木 和真 （岐阜県） 今井 雅樹 （学ア連） 武藤 弘樹 （愛知県）

鬼塚 聡 （千葉県） 尾崎 寛人 （学ア連） 山本 周平 （学ア連） 小笠原 奨悟 （静岡県）

杉尾 知輝 （大阪府） 津田 勇志 （学ア連） 大塚 謙史 （学ア連） 窪田 晟也 （東京都）

藤原 康司 （学ア連） 吉田 真也 （学ア連） 光永 魁 （広島県） 天野 良太 （大阪府）

大崎 祐 （学ア連） 遠藤 優 （学ア連） 宮原 雅 （長野県） 小野寺 博俊 （学ア連）

小川 哲生 （静岡県） 岡田 直人 （学ア連） 佐藤 弘毅 （学ア連） 田中 寛己 （学ア連）

水野 彰洋 （学ア連） 高谷 伸 （学ア連） 清水 雅英 （埼玉県） 宮崎 佑馬 （学ア連）

杉本 翔太 （学ア連） 関澤 良太 （神奈川県） 岡田 拓巳 （大阪府） 丹野 天士 （学ア連）

古賀 翔汰 （佐賀県） 太田 俊 （学ア連） 東出 俊作 （学ア連）

主管団体推薦 三島 巧也 （愛媛県） 　　　　　【通過点５７２点】

リカーブ部門：女子（４１／６２名）

前年度優勝者 （なし）

記録選考 加藤 綾乃 （学ア連） 久原 千夏 （学ア連） 貫野 まいこ （埼玉県） 大久保 舞 （学ア連）

西野 汐梨 （学ア連） 長岡 光江 （広島県） 深澤 菜見 （学ア連） 川中 香緒里 （学ア連）

杉本 智美 （学ア連） 林 勇気 （京都府） 和田 茜 （学ア連） 小笠原 瞳 （学ア連）

古田 悠 （和歌山県） 松本 彩音 （広島県） 杉林 りな （学ア連） 平 美香 （学ア連）

西野 真帆 （学ア連） 林 香里 （学ア連） 立川 枝里 （大分県） 石田 明日香 （学ア連）

鈴木 葵 （和歌山県） 大嶋 恵 （和歌山県） 鳥居 佳世 （学ア連） 堀口 理沙 （愛知県）

服部 由莉 （学ア連） 菊池 百花 （山梨県） 木下 あすか （学ア連） 入江 優 （学ア連）

下村 紗樹子 （神奈川県） 圖師 未希絵 （広島県） 鬼山 美佳 （学ア連） 五反田 裕子 （岐阜県）

久保 あずさ （学ア連） 又江 史子 （学ア連） 坪田 沙織 （学ア連） 倉坪 絢 （岐阜県）

舩見 真奈 （山形県） 竹川 佳甫 （静岡県） 村木 友里 （山梨県） 小川 千絵 （学ア連）

主管団体推薦 奥村 佳子 （愛媛県） （通過点の同点判定は要項に従って決定した） 　　　　　【通過点５６３点】

リカーブ部門：キャデット男子（１２／１５名）

記録選考 幅 研人 （愛知県） 青島 鉄也 （長崎県） 黒川 礼温 （埼玉県） 長谷川 廉 （愛媛県）

光永 嶺 （広島県） 舘野 磨生 （栃木県） 長田 來土 （山梨県） 大隅 一樹 （奈良県）

石原 蒼平 （愛知県） 山邑 祥次朗 （兵庫県） 稲田 伯 （愛知県） 種田 利空 （愛知県）

（通過点の同点判定は要項に従って決定した） 　　　　　【通過点５４４点】

リカーブ部門：キャデット女子（１０／１０名）

記録選考 安久 詩乃 （京都府） 古川 由紀乃 （東京都） 守屋 実久 （京都府） 坂本 悠 （東京都）

坂本 偲 （東京都） 河村 有里 （京都府） 堤 友瀬 （京都府） 林 裕莉 （愛知県）

大饗 夕起 （岡山県） 木村 美保 （東京都） 　　　　　【通過点５２０点】

コンパウンド部門：男子（２４／３１名）

前年度優勝者 松村 晃志 （東京都）

記録選考 小林 奏太 （学ア連） 山本 悠太 （東京都） 小川 佳記 （奈良県） 山田 彰 （岐阜県）

森本 紘文 （学ア連） 塚本 恭司 （愛知県） 有迫 幸樹 （大阪府） 安治 直人 （鳥取県）

牧野 吉朗 （東京都） 矢花 真祐 （東京都） 穴吹 有希 （東京都） 野々下 進 （大分県）

鹿嶋 久義 （大阪府） 古川 慎一 （兵庫県） 夏井 翔太 （学ア連） 辻田 喜久郎 （神奈川県）

佐藤 正八 （東京都） 中島 利彰 （熊本県） 佐藤 久仁人 （大分県） 佐藤 一成 （東京都）

森 正宏 （神奈川県） 奥野 明 （愛知県） 國光 英徳 （広島県）

（通過点の同点判定は要項に従って決定した） 　　　　　【通過点５７０点】

コンパウンド部門：女子（１２／１５名）
前年度優勝者
小林 麻里子 （栃木県）
記録選考
前田 尚美 （三重県） 秋山 なるみ （東京都） 天神 聡子 （広島県） 伊藤 文子 （大阪府）
中原 博子 （大阪府） 五十川 惠子 （京都府） 熊澤 徳代 （愛知県） 住吉 ユウ子 （兵庫県）
秋田 恵 （愛知県） 藤澤 三枝子 （兵庫県） 平沢 奈古 （埼玉県）

　　　　　【通過点５６１点】

   全日ア連競技第１３ -０３４号

第２３回全日本室内アーチェリー選手権大会　　出場者名簿

（参加費は２／３までに全ア連事務局まで到着の事。弁当は２／８必着で指定の場所にＦＡＸの事。宿泊は別途案内を参照のうえ、各自手配の事。

（公印省略）

　標記の件につきまして手違いにより、リカーブ部門男女各１名（斜文字 ）を追加いたします。

尚、選考決定後の辞退は認められません。（会場：松山市総合コミュニティーセンター）

　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。


