
全日ア連競技第18- 055号

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

 　標記の件につきまして、下記名簿のとおり決定しましたのでご連絡いたします。

   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。

　コンパウンド部門の競技内容変更について

　今回、女子の申請者がありませんでしたので、２日目の競技を変更いたします。

注意 ①　選考決定後の辞退は認められません。　（会場：岡崎中央総合公園　多目的広場 特設会場）

②  参加費は  ８/２０（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

③　必ず会員カード及びスターバッジを持参してください。

成年男子団体（１７/１７） 【通過点　１９０９点】

鬼山 直也 大阪府 門澤 稜 学ア連 西 寛太 学ア連

菊地 栄樹 広島県 岩田 歩 広島県 泉 雄也 学ア連

川島 慎平 愛媛県 角田 鉄平 学ア連 長谷川 廉 学ア連

永友 隼斗 学ア連 加藤 宙 学ア連 堀 大樹 学ア連

安井 孝志朗 学ア連 小笠原 琢磨 学ア連 本田 光 学ア連

小笠原 奨悟 学ア連 岡田 拓己 京都府 福田 圭宏 奈良県

金子 令 三重県 山田 啓睦 三重県 西村 洋毅 三重県

野村 翼 学ア連 市川 遼治 学ア連 竹内 寛人 学ア連

岡﨑 恭輔 学ア連 桑江 良斗 学ア連 中西 絢哉 学ア連

遠藤 周 学ア連 鬼塚 聡 学ア連 舩見 真奈 学ア連

今井 雅樹 福井県 津田 勇志 福井県 小野寺 壮登 福井県

佐藤 博乙 東京都 馬場 友成 学ア連 木下 征史 東京都

伊澤 喬太 学ア連 鶴見 侑樹 学ア連 吉田 美紅 学ア連

大田 昌平 広島県 吉山 唯 学ア連 樽本 邑里 学ア連

古川 高晴 Nチーム 武藤 弘樹 Nチーム 倉矢 知明 Nチーム

河田 悠希 Nチーム 大貫 渉 Nチーム 山本 雅也 Nチーム

杉尾 知輝 Nチーム 田畑 隼剛 Nチーム Lam Dorji ブータン王国

ミャンマー

※定数を満たさなかった種別があるので、４チーム分を追加しました。

※強化事業の為、ナショナルチームとブータン王国・ミャンマーからの招待選手の３チームを追加しました。

※団体編成で成年女子を含むチームがあります。  

   （公印省略）

第２回 ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ ＣＵＰアーチェリー大会　出場者名簿の送付について

記

第２回 ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ出場者名簿

愛知産業大学（男子）

TAEM東京(成年男子)

愛産大＆追手門

男子近大Bチーム

SAI  KHUNE  SAT

チームふくい　成年男子

網掛けは女子

広島県選抜

 2018年  8月11日

ナショナルチーム　Ｃ

A.D.D.

三重県成年男子

早稲田大学

男子近大Aチーム

関東連合

大阪成年男子

広島県成年男子

愛媛県産ミカンArchers

ナショナルチーム　Ａ

ナショナルチーム　Ｂ
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成年女子団体（１０/１０） 【通過点　１７６１点】

服部 由莉 福井県 久原 千夏 福井県 小城 碧 福井県

吉田 奈那子 学ア連 冨樫 郁奈 学ア連 山内 梓 学ア連

大澤 妃奈乃 学ア連 堀口 理沙 学ア連 小野寺 まどか 学ア連

古田 悠 三重県 上田 紗安羅 学ア連 木原 彩美 学ア連

木村 美保 学ア連 鈴木 日和 学ア連 高木 陽菜 学ア連

畠山 佳菜子 学ア連 森 花緒梨 学ア連 石井 妍婕 学ア連

小林 千尋 学ア連 清水 遥 山梨県 村木 友里 学ア連

加藤 綾乃 Nチーム 杉本 智美 Nチーム 川中 香緖里 Nチーム

西村 紗芳 Nチーム 林 勇気 Nチーム 早川 漣 Nチーム

松本 彩音 Nチーム 大橋 朋花 Nチーム Karma ブータン王国

NANDER OO ミャンマー

※強化事業の為、ナショナルチームとブータン王国・ミャンマーからの招待選手の３チームを追加しました。

高校生男子団体（８/８） 【通過点　１７５２点】

鴻上 寛太 大阪府 鬼山 大河 大阪府 藤井 望 大阪府

戸松 大輔 愛知県 服部 篤武 愛知県 山下 健友 愛知県

木全 絢生 愛知県 西野 凌 愛知県 村松 伸之輔 愛知県

青山 泰世 静岡県 安本 璃玖 静岡県 鈴木 崇元 静岡県

浅井 脩馬 愛知県 青木 亮磨 愛知県 神永 大 愛知県

浦田 大輔 東京都 小林 司 東京都 黒田 零音 東京都

上原 孝史 福井県 山本 連太郎 福井県 須山 和亮 福井県

高久 雄吾 静岡県 高野 涼河 静岡県 竹内 誠一 静岡県

高校生女子団体（４/４） 【通過点　１７７２点】

松下 千華 大阪府 居樹 佳奈江 大阪府 上田 愛奈 大阪府

渡邉 麻央 東京都 疋田 芽唯 静岡県 村木 淑乃 静岡県

浅岡 知穂 東京都 七野 梨芽 東京都 二ノ井 ほのか 東京都

西嶋 詩織里 福井県 玉邑 ゆう 福井県 藤井 優衣奈 福井県

小・中学生男子個人（１１/１１） 【通過点　５７８点】

奥村 礼矢 岐阜県 宮本 和秀 神奈川県 斉藤 史弥 岐阜県

高井 将平 岐阜県 谷村 宗晃 岐阜県 水谷 久大 愛知県

伊東 逸稀 愛知県 舟橋 悠矢 愛知県 石黒 裕章 愛知県

吉田 悠人 奈良県 小山田 雄貴 愛知県

６０ｍ　男子　招待選手

Nidup Dorji ブータン王国

小・中学生女子個人（１０/１０） 【通過点　２８２点】

三輪 紗愛 岐阜県 角 絵里花 福岡県 山浦 芹菜 福岡県

二ノ井 みりか 東京都 野田 彩夏 愛知県 髙橋 理音 京都府

阪井 萌乃 京都府 道浦 奈緒子 京都府 柴﨑 真愛 京都府

芦邉 柚希 京都府

６０ｍ　女子　招待選手

Sonam Choden ブータン王国

コンパウンド 男子個人（５/５） 【通過点　６５８点】

難波 大雅 学ア連 有迫 幸樹 大阪府 山田 彰 岐阜県

坂井 誠 京都府 伴 拓磨 福岡県

コンパウンド 男子個人 招待選手

Tashi Peljor ブータン王国 Tandin Dorji ブータン王国

コンパウンド 女子個人　　【申請者なし】

チームふくい　成年女子

福井少年女子

静岡県国体少年女子

TAEM東京(少年女子)

大阪少年女子

愛知県少年男子Ｂ

浜松北男子

山梨県成年女子

福井少年男子

愛知県少年男子Ａ

ナショナルチーム　Ｂ

大阪少年男子

TAEM東京(少年男子)

ナショナルチーム　Ａ

女子近大Aチーム

女子近大Bチーム

三重県成年女子

TAEM東京(成年女子)

東海高等学校

静岡県国体少年男子

ナショナルチーム　Ｃ

愛知産業大学（女子）
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