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関係各位

（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：山梨県山中湖村　山中湖村交流プラザ きらら　原っぱ

２． 参加費は  ５／２８（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

３． 宿泊・弁当については、別紙「宿泊・弁当申込要項」をご確認いただき、期日までにお申し込みください。

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。用具検査の際、確認をいたします。

５． 今大会はコーチのインフィールド入場を認めます。監督・コーチに関する規定をよくお読みいただき、

必ず自事前に各都道府県協会（連盟）を通じて申請を行ってください。

第１３回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会 出場者名簿の送付について



中学生　男子（３２/５１）

６０ｍラウンド記録選考 【通過点 ５６１点】
宮本 和秀 神奈川県 高井 将平 岐阜県 高井 裕介 岐阜県 齊藤 玖哉 千葉県 奥村 礼矢 岐阜県

高橋 人平 大分県 谷村 宗晃 岐阜県 神永 大 愛知県 水谷 久大 愛知県 伊東 逸稀 愛知県

野田 慶一郎 東京都 斉藤 史弥 岐阜県 加藤 永遠 埼玉県 講﨑 香月 岡山県 樋口 陽一 香川県

舟橋 悠矢 愛知県 荒川 一咲 愛知県 石黒 裕章 愛知県 村田 瑛俊 神奈川県 伊藤 魁晟 東京都

東 風輝 岡山県 吉田 悠人 奈良県 田中 凛之介 愛知県 小山田 雄貴 愛知県 渥美 統之 静岡県

髙田 龍照 福岡県 中澤 音羽 広島県 洲﨑 宏生 熊本県 村上 竜登 埼玉県 伊藤 遼威 広島県

高橋 蒼平 大分県

稲波 智大 山梨県

中学生　女子（３２/５１）

６０ｍラウンド記録選考 ※通過点の同点判定は要項に従って決定した。 【通過点 ４９４点】
坂口 実優 愛知県 高井 久美子 岐阜県 渋谷 樹里 滋賀県 瀬川 藍瑠 長崎県 室井 悠里 福島県

徳田 雪菜 山口県 矢渡 茜 和歌山県 井澤 玲奈 静岡県 相川 小雪 長崎県 平居 智風 熊本県

三輪 紗愛 岐阜県 角 絵里花 福岡県 山浦 芹菜 福岡県 花村 優奈 埼玉県 二ノ井 みりか 東京都

深尾 和奏 岐阜県 小林 万里子 静岡県 正木 満奈美 愛知県 江口 望 愛知県 野田 彩夏 愛知県

福田 怜生 山梨県 森本 麻友 奈良県 坂本 彩友子 千葉県 森 帆乃花 広島県 清宮 涼々 東京都

下平 愛 埼玉県 渡邉 葉月 兵庫県 大石 彩乃 山口県 末松 愛梨 大分県 清水 智子 埼玉県

徳本 有里 富山県

飯久保 茂花 山梨県

小学生３０ｍの部　男子（５/５）

３０ｍ記録選考 【通過点 ２８９点】
松岡 天丸 岐阜県 冨田 優明 奈良県 竹井 爽 福岡県 白井 航惺 長野県 天野 汐穏 岐阜県

（該当者なし）

小学生３０ｍの部　女子（６/６）

３０ｍ記録選考 【通過点 ２７７点】
和田 蒼 岐阜県 佐伯 玲 東京都 五関 晄子 東京都 古庄 日和子 福岡県 小林 美結 千葉県

天野 由結 愛知県

（該当者なし）

小学生１８ｍの部　男子（１１/１２）

１８ｍ記録選考 ※　要項に従い、他のカテゴリーの不足分を追加した。 【通過点 ２５６点】
高井 志道 岐阜県 齊藤 了輝 千葉県 中袴田 羚 鹿児島県 輿石 翔哉 群馬県 阪本 健太 東京都

名木田 旺甫 岡山県 徳田 海斗 山口県 木嶋 爽 山口県 熊倉 拓輝 千葉県 阪本 翔太 東京都

上田 翔太 福岡県

（該当者なし）

小学生１８ｍの部　女子（１０/１１）

１８ｍ記録選考 ※　要項に従い、他のカテゴリーの不足分を追加した。 【通過点 ２７０点】
岡本 莉央 佐賀県 徳山 晃以 大阪府 中村 爽世 高知県 樋口 遥 香川県 片岡 唯 東京都

森 みみ 千葉県 奥村 萌加 岐阜県 渡辺 万由花 岐阜県 関口 結唯 宮城県 加倉井 玲花 東京都

（該当者なし）

第１３回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会 出場者名簿

主管県推薦

主管県推薦

主管県推薦

主管県推薦

主管県推薦

主管県推薦


