
   全日ア連競技第１４-００２号
２０１４年４月５日

関係各位
（公社）全日本アーチェリー連盟

　　　会長職務代行者 副会長　島田 晴男
　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

　　　　第４３回全日本フィールド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：徳島県、会場：鳴門フィールドアーチェリーコース）

（参加費は４／１２までに、全ア連事務局まで、弁当は４／２８までに徳島県ア協に申し込んでください。宿泊は各自で

　手配願います。）

記

ベアボウ部門女子
【前回優勝者】

平野 弘美 （三重県）
【マーク記録選考（３名/３名）】

若林 淑子 （京都府） 島方 美乃 （群馬県） 遠藤 麻美 （東京都）
　　　　　　【通過点２１７点】

ベアボウ部門男子
【マーク記録選考（１２名/１２名）】

根岸 祐司 （群馬県） 榎並 敏也 （東京都） 小山 桂介 （東京都） 浅田 真児 （京都府）
中川 邦房 （東京都） 佐々木 信一 （東京都） 栗本 享明 （愛知県） 磯部 茂 （東京都）
山口 明澄 （東京都） 大野 純一 （東京都） 浅田 等司 （三重県） 真藤 邦彦 （千葉県）

　　　　　　【通過点２５８点】

リカーブ部門女子
【前回優勝者】

小林 舞 （学連）
【マーク記録選考（２３名/２４名）】

林 勇気 （京都府） 小城 碧 （学連） 髙木 香織 （京都府） 園川 晴子 （山口県）

石津 百百子 （京都府） 谷田部 一水 （東京都） 岩崎 香里 （東京都） 近藤 真弓 （静岡県）

及川 未稀 （学連） 平野 順子 （京都府） 片岡 恵里 （学連） 前野 いくみ （京都府）

中塚 由美 （山口県） 福井 瑞生 （学連） 棚澤 由実菜 （群馬県） 川原 妙子 （愛知県）

程川 翔子 （学連） 池澤 かおり （東京都） 中川 涼香 （学連） 馬澄 あすか （京都府）

長岡 由佳 （群馬県） 則行 美生 （学連） 船戸 秀美 （徳島県）
　　　　　　【通過点２７７点】

リカーブ部門男子
【前回優勝者】

河田 悠希 （広島県）
【マーク記録選考（３１名/３４名）】

佐藤 尚樹 （福島県） 末田 修司 （学連） 手嶋 秀泰 （宮城県） 石津 優 （広島県）

遠藤 良祐 （学連） 坂野 太一 （埼玉県） 横山 武史 （大阪府） 山本 諒 （兵庫県）

尾上 輝樹 （兵庫県） 寺澤 紀彦 （学連） 栄山 雄紀 （東京都） 石川 海洋 （学連）

山本 周平 （学連） 遠藤 駿 （学連） 平野 佑樹 （学連） 髙木 正平 （京都府）

神谷 尚行 （京都府） 安藤 大輔 （学連） 大川 輝晃 （学連） 上妻 敬知 （学連）

田崎 亘悠 （学連） 加藤 誠務 （学連） 棚澤 隆 （群馬県） 村野 誠一郎 （東京都）

近藤 英之 （東京都） 古田 真一 （愛知県） 井上 直人 （京都府） 竹澤 巧基 （学連）

土佐 享生 （学連） 永縄 直仁 （愛知県） 森 彬 （徳島県）
　　　　　　【通過点３０５点】

コンパウンド部門女子
【前回優勝者】

熊澤 徳代 （愛知県）
【マーク記録選考（６名/６名）】

林 享美 （群馬県） 小林 麻里子 （栃木県） 小川 尚美 （三重県） 天神 聡子 （広島県）
伊藤 文子 （大阪府） 中原 博子 （大阪府）

　　　　　　【通過点３７１点】

コンパウンド部門男子
【前回優勝者】

種部 浩司 （東京都）
【マーク記録選考（１５名/２０名）】

塚本 恭司 （愛知県） 鹿嶋 久義 （大阪府） 小川 佳記 （奈良県） 西田 昌司 （東京都）
佐藤 正八 （東京都） 矢花 真祐 （東京都） 山田 彰 （岐阜県） 小島 良 （東京都）
安治 直人 （鳥取県） 牧野 吉朗 （東京都） 数井 幹也 （広島県） 有迫 幸樹 （大阪府）
大塚 忠胤 （栃木県） 上岡 隆真 （静岡県） 小林 奏太 （学連）

　　　　　　【通過点３７５点】


