
全日ア連競技第18- 064(再)号

関係各位 　　　 　2018年  9月  11日

（公社）全日本アーチェリー連盟

 会長職務代行者　宮 﨑　利 帳

   （公印省略）

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：京都府京都市　白梅スポーツクラブ）

２． 参加費は  ９／１８（火）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

３． 参加費納付書に来場方法を記入して、必ずご提出ください。

４． 必ず会員カード及びスターバッジを持参してください。

５． 宿泊については、斡旋・紹介は行いません。各自で手配してください。

弁当については、別紙の案内をよくお読みいただき、「昼食申込書」にて期日までにお申し込みください。

第３９回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会　出場者名簿の送付について



ベアボウ男子（１３/１３）

前回優勝者

山口 明澄 東京都

マーク記録選考 【通過点　２５９点】

成川 晃一 京都府 辰野 午郎 東京都 中川 邦房 東京都 市ノ瀬 光昭 愛知県 小山 桂介 東京都

高瀬 一男 神奈川県 貞方 豊 愛知県 田中 健穂 東京都 花井 達広 大阪府 寺居 治雄 京都府

浅田 真児 京都府 滝岡 博 愛知県

ベアボウ女子（７/７）

前回優勝者

丸山 美幸 群馬県

マーク記録選考 【通過点　２４９点】

平野 弘美 三重県 若林 淑子 京都府 遠藤 博美 神奈川県 丸山 智惠 群馬県 島方 美乃 群馬県

太田 みほ子 東京都

リカーブ男子（３３/３５ ）

前回優勝者

遠藤 良祐 東京都

マーク記録選考 【通過点　２５０点】

高木 正平 京都府 神谷 尚行 京都府 尾上 輝樹 兵庫県 山本 諒 兵庫県 山中 卓人 京都府

山下 高司 神奈川県 井上 直人 京都府 森重 幸久 大阪府 甘池 公介 京都府 棚澤 隆 群馬県

近藤 豊将 広島県 波多野 克樹 京都府 松本 登祉夫 大阪府 植田 悟司 兵庫県 前田 弘毅 大阪府

七澤 信 富山県 岡野 誠之 京都府 渋谷 和樹 徳島県 鎌田 寿一 京都府 加藤 清幸 富山県

山田 朗夫 神奈川県 白井 大祐 東京都 田中 秀一 兵庫県 藤本 佳史 群馬県 北村 純一 北海道

粥川 真 大阪府 山本 昇 愛知県 小野 翔太 東京都 岡野 悟郎 東京都 井上 剛 京都府

中西 郁 大阪府 山田 拳 京都府

リカーブ女子（１６/１６）

前回優勝者

斉藤 未央 東京都

マーク記録選考 【通過点　２３９点】

深澤 菜見 群馬県 北園 英子 京都府 三ツ山 香里 東京都 高木 香織 京都府 梅津 昭子 東京都

山崎 窓未 東京都 池澤 かおり 東京都 佐藤 小夜子 群馬県 廣木 かよ子 東京都 近藤 順子 京都府

棚澤 由実菜 群馬県 前野 愛 東京都 前野 いくみ 京都府 小寺 郁子 三重県 船戸 秀美 徳島県

コンパウンド男子（２６/３０）

前回優勝者

中村 和音 東京都

マーク記録選考 【通過点　３５２点】

坂本 貴哉 東京都 有迫 幸樹 大阪府 佐藤 正八 東京都 塚本 恭司 愛知県 矢花 真祐 東京都

山田 彰 岐阜県 大塚 忠胤 栃木県 小川 佳記 奈良県 二戸 慶和 東京都 安治 直人 鳥取県

上岡 隆真 静岡県 藤村 圭蔵 東京都 佐々木 善信 大阪府 國光 英徳 広島県 竹本 靖雄 奈良県

神 省吾 滋賀県 正木 陽登 千葉県 辻田 喜久郎 神奈川県 綿貫 礼 群馬県 今井 克也 群馬県

島尻 政幸 岐阜県 松田 章仁 京都府 村上 美行 東京都 坂井 誠 京都府 皆川 拓志 長野県

（要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した）

コンパウンド女子（１０/１１）

前回優勝者 （該当者なし）

マーク記録選考 【通過点　３３８点】

天神 聡子 広島県 熊澤 徳代 愛知県 小林 麻里子 栃木県 秋山 なるみ 東京都 住吉 ユウ子 兵庫県

有迫 美緒 大阪府 浜田 好子 大阪府 清水 香澄 兵庫県 寺居 理恵 京都府 橋本 さち子 京都府

（要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した）
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