
男子個人結果

国民体育大会第  回東海    大会       競技

 少年 平成  年 月  日 関市中池公園      場

      前半       後半

順位 番号 氏名 県名 所属 総合計   数  数       前半合計          後半合計

    近藤 直哉 愛知 愛知産業大学三河高等学校                                       

    小笠原 奨悟 静岡 浜松学芸高等学校                                      

    竹内 寛人 愛知 東海高等学校                                      

    小川 哲生 静岡 静岡県立清水東高等学校                                      

    村井 孝太郎 静岡 静岡県立天竜高等学校                                      

    滝村 健一郎 岐阜 高山西高等学校                                      

    上田 玲央斗 三重 海星中学校                                     

    幅 研人 愛知 東海高等学校                                      

    久保寺 悟士 岐阜 岐阜県立大垣西高等学校                                      

     池原 拓飛 三重 海星高等学校                                     

     上遠野 稜佑 岐阜 高山西高等学校                                     

     小林 弘幸 三重 海星高等学校                                     

 成年 
      前半       後半

順位 番号 氏名 県名 所属 総合計   数  数       前半合計          後半合計

     佐 木 和真 岐阜       株式会社                                      

     田崎 亘悠 静岡 愛知工業大学                                      

     内田 陽 静岡 浜松市      協会                                      

     坂野 太一 愛知 自衛隊体育学校                                      

     不破 俊典 愛知 日本体育大学                                      

     酒井 駿 岐阜       株式会社                                      

     小笠原 琢磨 静岡            磐田                                      

     福井 史哉 愛知 近畿大学                                      

     平野 寛明 岐阜 株式会社 打江精機                                      

      柳澤 良樹 三重 本田技研工業                                      

      上山 優輝 三重 三重県木造住宅協同組合                                     

      山中 健司 三重 名張市役所                                      



女子個人結果

国民体育大会第  回東海    大会       競技

 少年 平成  年 月  日 関市中池公園      場

      前半       後半

順位 番号 氏名 県名 所属 総合計   数  数       前半合計          後半合計

    堀口 理沙 愛知 愛知産業大学三河高等学校                                      

    古澤 歩幸 岐阜 岐阜県立大垣西高等学校                                      

    近藤 案吏 愛知 愛知産業大学三河高等学校                                     

    鋤柄 新菜 愛知 愛知高等学校                                      

    大橋 朋花 岐阜 聖   女学院中学校                                     

    上田 紗安羅 三重 四日市四郷高校                                      

    伊藤 愛子 三重 四日市四郷高校                                     

    小川 万諒 静岡 静岡市立清水袖師中学校                                      

    松浦 由侑 静岡 静岡県立浜松湖東高等学校                                     

     戸塚 沙椰 静岡 常葉学園橘高等学校                                     

     大西 絢音 三重 四日市四郷高校                                     

     中村 星羅 岐阜 聖   女学院高等学校                                     

 成年 
      前半       後半

順位 番号 氏名 県名 所属 総合計   数  数       前半合計          後半合計

    杉林   静岡 近畿大学                                      

    長岡 光江 静岡 株式会社                                          

    西村 紗芳 岐阜 株式会社     商事                                      

    長瀬 友里 岐阜 近畿大学                                      

    杉本 智美 静岡 近畿大学                                      

    得永 美月 愛知 日本体育大学                                      

    山田 実央 愛知 同志社大学                                      

    倉坪 絢 岐阜 早稲田大学                                      

    平 美香 愛知 自衛隊体育学校                                     

     寺岡    三重 伊勢金型工業                                      

     作田 祥子 三重        合同会社                                     

     野間 洋美 三重 三重県庁                                     



男子団体結果

国民体育大会第  回東海    大会       競技

期日：平成26年8月17日
場所：関市中池公園アーチェリー場

 少年  成年 

順位 県名 団体得点 選手名 得点 順位 県名 団体得点 選手名 得点

小笠原 奨悟     田崎 亘悠     

 静岡      小川 哲生      静岡      内田 陽     

村井 孝太郎     小笠原 琢磨     

近藤 直哉     坂野 太一     

 愛知      竹内 寛人      愛知      不破 俊典     

幅 研人     福井 史哉     

滝村 健一郎     佐 木 和真     

 岐阜      久保寺 悟士      岐阜      酒井 駿     

上遠野 稜佑     平野 寛明     

上田 玲央斗     柳澤 良樹     

 三重      池原 拓飛      三重      上山 優輝     

小林 弘幸     山中 健司     



女子団体結果

国民体育大会第  回東海    大会       競技

期日：平成26年8月17日
場所：関市中池公園アーチェリー場

 少年  成年 

順位 県名 団体得点 選手名 得点 順位 県名 団体得点 選手名 得点

堀口 理沙     杉林       

 愛知      近藤 案吏      静岡      長岡 光江     

鋤柄 新菜     杉本 智美     

小川 万諒     西村 紗芳     

 静岡      松浦 由侑      岐阜      長瀬 友里     

戸塚 沙椰     倉坪 絢     

上田 紗安羅     得永 美月     

 三重      伊藤 愛子      愛知      山田 実央     

大西 絢音     平 美香     

古澤 歩幸     寺岡        

 岐阜      大橋 朋花      三重      作田 祥子     

中村 星羅     野間 洋美     


