
全日ア連競技第１2-007号
　　　 　 平成２４年 ５月５日

（公社）全日本アーチェリー連盟

　　　会 長　　安 倍 晋 三
　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

　　　第４５回 全日本社会人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。（主管：高知県、会場：香南市野市ふれあい広場サッカー場）

（弁当は５／１９までに高知県ア協会に、参加費は５／２２までに全ア連事務局まで到着の事。

　宿泊は各自で手配願います。なお会場近くの施設の案内を同送しましたので参考にして下さい。）

記

リカーブ部門：壮年男子（１６名／１８名）

松井 孝夫 （埼玉県） 山本 博 （東京都） 妹尾 克己 （山口県） 山下 高司 （神奈川県）

佐藤 剛 （東京都） 安藤 智俊 （神奈川県） 谷口 義信 （熊本県） 蓮田 秋二 （東京都）

川上 憲二 （東京都） 松下 和幹 （東京都） 山田 朗夫 （神奈川県） 岩井 謙実 （東京都）

早川 進也 （三重県） 冨田 幹夫 （千葉県） 粥川 真 （大阪府） 永縄 直仁 （愛知県）

　　　　　【通過点１１６８点】

リカーブ部門：一般男子（４４名／４８名）

小林 史弥 （広島県） 菊地 栄樹 （広島県） 田畑 隼剛 （神奈川県） 天野 良太 （大阪府）

喜多田 治彦 （埼玉県） 本間 薫 （埼玉県） 坂野 太一 （東京都） 守屋 龍一 （大阪府）

吉永 弘幸 （大阪府） 大野　 佑貴 （大分県） 清水 雅英 （埼玉県） 山本 悠太 （東京都）

佐々木 和真 （岐阜県） 小西 励 （神奈川県） 西村 義貴 （長崎県） 福田 圭宏 （奈良県）

宮原 雅 （長野県） 綿引 翔 （新潟県） 平澤 健次 （新潟県） 平野 寛明 （岐阜県）

土井 友幹 （和歌山県） 松尾 政博 （長崎県） 大西 隆仁 （香川県） 田澤 佑樹 （東京都）

金子 翼 （東京都） 林 孝尚 （山梨県） 矢野 聡 （東京都） 笹川 敦広 （東京都）

小林 大輔 （愛知県） 大竹　 肇 （神奈川県） 近藤 英之 （東京都） 岡田 賢一 （大阪府）

甘池 公介 （京都府） 上山 友裕 （京都府） 大澤 辰憲 （東京都） 矢花 真祐 （東京都）

道川 和志 （千葉県） 花井 達広 （大阪府） 野木 諭 （岐阜県） 川嶋 洋平 （和歌山県）

上山 優輝 （三重県） 大友 陽平 （新潟県） 新保 克尚 （東京都） 昇 辰雄 （神奈川県）

（※通過点の同点判定は要項に従って決定した） 　　　　　【通過点１１７８点】

リカーブ部門：一般女子（２８名／３０名）

蟹江 美貴 （大阪府） 西村 紗芳 （岐阜県） 林 勇気 （京都府） 長岡 光江 （岐阜県）

早川 浪 （神奈川県） 松下 紗耶未 （大阪府） 前山 明日香 （静岡県） 澤出 愛美 （埼玉県）

下村 紗樹子 （神奈川県） 貫野 まいこ （埼玉県） 桜沢 明代 （東京都） 寺井 真美 （埼玉県）

伊藤 浩子 （神奈川県） 斉藤 未央 （東京都） 大嶋 恵 （和歌山県） 石黒 絵美 （愛知県）

五反田 裕子 （岐阜県） 張間 舞妃 （和歌山県） 三垣 日登美 （和歌山県） 石井 久恵 （岡山県）

徳江 彩乃 （東京都） 浅田 真紀子 （東京都） 安田 みづほ （神奈川県） 島 あずさ （岐阜県）

織戸 真由美 （神奈川県） 岩井 正江 （千葉県） 宮﨑 ゆみ （東京都） 村田 明日香 （埼玉県）

　　　　　【通過点１１７６点】

コンパウンド部門：一般男子（１６名／２６名）

塚本 恭司 （愛知県） 佐藤 正八 （東京都） 西田 昌司 （東京都） 松村 晃志 （東京都）

大隈 直斗 （東京都） 鹿嶋 久義 （大阪府） 安治 直人 （鳥取県） 小川 佳記 （奈良県）

島田 隆之 （東京都） 谷内 淳哉 （神奈川県） 辻田 喜久郎 （神奈川県） 古川 慎一 （兵庫県）

山田 彰 （岐阜県） 数井 幹也 （広島県） 関 一也 （長野県） 奥野 明 （愛知県）

　　　　　【通過点１３４８点】

コンパウンド部門：一般女子（４名／１１名）

秋山 なるみ （東京都） 本多 由美子 （北海道） 伊藤 文子 （大阪府） 住吉 ユウ子 （兵庫県）

（※通過点の同点判定は要項に従って決定した） 　　　　　【通過点１３５６点】

関係各位


