
　　関係各位

　　　標記の件につきまして、別紙名簿のとおり決定しましたので連絡します。

　　　関係加盟団体の担当者の方は、期日までに所定の手続きを行ってください。

注意

１． 選考決定後の辞退は認められません。

会場　：　滋賀県米原市　　グランスノー奥伊吹　特設コース

２． 参加費は  ４／１９（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

３． 昼食については、添付の「第５０回全日本フィールドアーチェリー選手権大会参加費納付書・昼食申込書」

　　 にてお申し込みください。

４． 会場地の都合により、宿泊の斡旋は行いません。各自で手配してください。

５． 必ず会員カードおよびスターバッジを持参してください。

６． 新型コロナウイルス感染拡大の防止について

① 来場時に検温を実施します。

② 来場者全員「新型コロナウイルス感染拡大防止チェックリスト」をご提出ください。

※　「新型コロナウイルス感染拡大防止チェックリスト」は、今回の添付資料より各自で

      ご準備ください。

③ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の各項にご協力をお願いします。

ⅰ 以下の各事項に該当する方は、参加を見合わせてください。

　　・体調がよくない場合（例 ： 発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

　　・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

　　　への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

ⅱ 必ずマスクをご持参ください（参加受付時や着替え時等の競技を行っていない際や会話を

　　する際にはマスクを着用してください）。

ⅲ 厚生労働省から提供されている、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）や各地域

　　で取り組まれている通知サービスをご活用ください。

ⅳ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。

ⅴ 他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ以上））を確保

     してください。

ⅵ 競技中に大きな声での会話、応援等をしないでください。

ⅶ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

ⅷ 競技終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して

　　速やかに濃厚接触者の有無などについて報告してください。
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ベアボウ男子（１７/１７ ）

前回優勝者

長嶋　　誠 神奈川県

マーク記録選考 【通過点　２５４点】

成川　晃一 京都府 小山　桂介 東京都 辰野　午郎 東京都 澤　　博信 神奈川県 山口　明澄 東京都

小原　伸一 東京都 大野　純一 神奈川県 市ノ瀬 光昭 愛知県 中川　邦房 東京都 山村　　茂 兵庫県

栗本　享明 愛知県 今野　和義 神奈川県 貞方　　豊 愛知県 高瀬　一男 神奈川県 寺居　治雄 京都府

松田　章仁 京都府

ベアボウ女子（８/９）

前回優勝者

丸山　美幸 群馬県

マーク記録選考 【通過点　２５６点】

丸山　智恵 群馬県 長谷川 幸代 愛知県 正木　恵実 兵庫県 若林　淑子 京都府 平野　弘美 三重県

山村　茅颯 兵庫県 島方　美乃 群馬県

リカーブ男子（３２/４1 ）

前回優勝者

遠藤　　周 東京都

マーク記録選考 ※ 通過点の同点判定は、要項に従って決定した。 【通過点　２８８点 】

大隅　一樹 奈良県 大貫　　渉 神奈川県 高田　健太 大阪府 尾上　輝樹 兵庫県 山中　卓人 京都府

本山　遼介 学ア連 遠藤　良祐 東京都 山本　　諒 兵庫県 田中　秀一 兵庫県 竹田　　映 静岡県

波多野 克樹 京都府 須藤　直輝 東京都 森重　幸久 大阪府 森山　一輝 宮城県 兵頭　弘幸 大阪府

上野　辰樹 学ア連 神谷　尚行 京都府 井上　直人 京都府 棚澤　　隆 群馬県 石榑　一真 京都府

小林　　司 学ア連 高木　正平 京都府 數藤　雅治 大阪府 佐藤　　滋 東京都 伊藤　遼威 広島県

田崎　裕斗 学ア連 村野 誠一郎 東京都 関口　裕樹 宮城県 阿部　浩之 東京都 谷田　湧斗 学ア連

井上　　剛 京都府

リカーブ女子（２１/２１）

前回優勝者 　（該当者なし）

マーク記録選考 【通過点　２３４点】

林　　勇気 京都府 西岡　尚美 東京都 阿部 奈都美 学ア連 佐藤 小夜子 群馬県 棚澤 由実菜 群馬県

高木　香織 京都府 井上　友希 東京都 梅津　昭子 東京都 山﨑　窓未 東京都 池澤 かおり 東京都

三ツ山 香里 東京都 上野 百百子 京都府 甘利　奈穂 東京都 本山 加奈子 東京都 石栗　理絵 東京都

照沼　美波 学ア連 関口　結唯 宮城県 小寺　郁子 三重県 澤枝　紀華 学ア連 森　帆乃花 広島県

小笹 佳会子 京都府

コンパウンド男子（１６/２１）

前回優勝者

坂本　貴哉 東京都

マーク記録選考 【通過点　３７８点】

坂野　太一 東京都 中村　和音 東京都 神　　省吾 滋賀県 國光　英徳 広島県 塚本　恭司 愛知県

長友　文哉 奈良県 佐藤　正八 東京都 綿貫　　礼 群馬県 矢花　真祐 東京都 山田　　彰 岐阜県

上岡　隆真 静岡県 島尻　政幸 岐阜県 藤村　圭蔵 東京都 正木　陽登 千葉県 竹本　靖雄 奈良県

コンパウンド女子（８/９）

前回優勝者 　（該当者なし）

マーク記録選考 【通過点　３３２点】

熊澤　徳代 愛知県 宮田　悦子 埼玉県 佐藤 真理子 千葉県 天神　聡子 広島県 清水　香澄 兵庫県

住吉 ユウ子 兵庫県 寺居　理恵 京都府 橋本 さち子 京都府
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