
全日ア連競技第14-026号

関係各位 　　　 　 平成２６年  ８月２３日

（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１１回 つま恋カップアーチェリー大会　出場者名簿の送付について

 　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：ヤマハリゾートつま恋「多目的広場特設会場」）

②  参加費は  ８／３０までに本連盟指定口座に振り込んでください。

③　宿泊 ・弁当の申し込みについては後日送付いたします。

④　必ず会員証及びスターバッチを持参してください。



第１１回つま恋カップ出場者名簿

成年男子団体（１７/１０） 【通過点１７１９点】
尾崎 寛人 学連 小林 史弥 広島 坂野 太一 埼玉
山本 和樹 学連 岩田 歩 広島 不破 俊典 愛知
鬼山 直也 学連 石津 優 広島 福井 史哉 愛知
今井 雅樹 学連 喜多田 治彦 埼玉 向井 徹 学連
川島 慎平 学連 本間 薫 埼玉 山田 啓睦 学連
杉尾 智輝 学連 辻岡 拓也 埼玉 津田 勇志 学連
土井 友幹 和歌山 天野 良太 大阪 内田 陽 静岡
吉永 弘幸 大阪 金子 令 大分 小笠原 琢磨 静岡
末武 寛基 大阪 大野 佑貴 大分 田崎 亘悠 静岡
中村 和音 東京 久保山 湧亮 学連 佐々木 和真 岐阜
遠藤 良祐 東京 土肥野 弘貴 学連 酒井 駿 岐阜
前田 悠帆 東京 島田 拓弥 学連 河合 啓介 岐阜
小林 大輔 愛知 久野 圭太 三重 岡田 直人 香川
山本 真也 愛知 戸田 敦大 広島 廣瀬 基 香川
得永 美月 愛知 枯木 将克 岡山 六車 大輝 香川
今井 篤 学連 小林 真也 愛知
水野 寛人 学連 生野 泰史 愛知
茂田 佳裕 学連 坂田 かをり 愛知

成年女子団体（１１/１０） 【通過点１７２０点】
小城 碧 広島 服部 由莉 学連 久原 千夏 学連
松本 彩音 広島 杉本 智美 学連 古田 悠 学連
石田 明日香 広島 杉林 りな 学連 川渕 真弓 学連
平 美香 埼玉 鈴木 葵 和歌山 安東 侑美 学連
澤出 愛美 埼玉 足立 奈穂 京都 西野 汐梨 学連
貫野 まいこ 埼玉 遊佐 萌藍 大阪 遠間 あずさ 学連
小笠原 瞳 学連 西村 紗芳 岐阜 永田 有紗 山梨
岩渕 萌 学連 植村 優美 岐阜 八巻　 絵梨佳 山梨
松下 文香 学連 長瀬 友里 岐阜 鬼山 美佳 山梨
戸谷 美菜 学連 長岡 光江 広島
田中 佑美 学連 森岡 夏帆 広島
名倉 也案 学連 戸田 佳菜子 広島

高校生男子団体（１０/１０） 【通過点１７２１点】
窪田 晟也 東京 河田 悠希 広島 光永 嶺 広島
小川 哲生 静岡 奥　 勇登 広島 戸野 晃治 広島
武藤 弘樹 愛知 泉 雄也 広島 林 建吾 広島
若山 颯太 埼玉 重谷 涼佑 広島 山下 兼矢 東京
戸松 陽平 愛知 寺田 匠 広島 吉岡 諒 愛知
近藤 直哉 愛知 西 寛太 広島 山口 友輔 愛知
木戸 友輝 神奈川 加藤 元宏 静岡 山口 晃弥 広島
田中 康平 神奈川 本田 光 静岡 木村 勇貴 広島
岡 英親 神奈川 鶴見 侑樹 静岡 道幸 真之介 広島
尾野 達郎 広島
村上 悠介 広島
河内 洸貴 広島

高校生女子団体（５/１０） 【通過点１６７７点】
吉山 唯 広島 村木 友里 山梨 大澤 妃奈乃 埼玉
東 春香 広島 小野 綾香 山梨 石櫃 美咲 埼玉
喜連川 朱音 広島 清水 遥 山梨 菊池 百花 山梨
平子 可織 愛知 大西 絢音 三重
野村 真由 愛知 伊藤 愛子 三重
鋤柄 新菜 愛知 上田 紗安羅 三重

中学生男子個人（５/１６） 【通過点５６８点】
戸松 大輔 愛知 原田 健太 広島 吉山 遼 広島 河田 倖奈 広島 田中 慶輝 広島

中学生女子個人（６/１６） 【通過点４５１点】
大橋 朋花 岐阜 小川 万諒 静岡 小川 浩加 岐阜 加藤 歩 静岡 影山 涼 静岡
山本 紗恵子 静岡

明治、明治、明治？ 長崎国際大学 サンメッセ（株）

近畿大学A

近畿大学B

広島県成年男子

自衛隊体育
学校　Ａ

愛産大三河
高校ＯＢ

和歌山

静岡県成年男子

広島県少年
女子

甲府城西高
等学校

関東選抜

愛知・東邦

近畿大学E 岐阜県女子
山梨県アー
チェリー協会

成女

甲南女子大学

横浜高等学校

大分県成年男子近大ＯＢ

TEAM 黒染

広島県成年女子 近畿大学C 近畿大学D

Team　KAGAWA日体大ｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞTeam  AICHI

愛知産業大学

四日市四郷
高等学校

※団体編成で成年女子を含むチー
ムがあります。

※団体編成で高校生女子を含む
チームがあります。

広島県女子選抜

ジュニアチーム 広島県少年男子
広島県立佐
伯高等学校

くっしー
広島県立広島
工業高等学校

Ｂ

広島県立賀
茂高等学校

Ａチーム
広島県立広島
工業高等学校

Ａ
Ｂチーム

自衛隊体育
学校　Ｂ

チーム関西 日本体育大学


