
全日ア連競技第15-019号

　　　 　 平成２７年  ８月２２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   島田 晴男

   （公印省略）

 　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　必ず会員証及びスターバッジを持参してください。

第１２回つま恋カップ出場者名簿

成年男子団体（１３/２６） 【通過点１９０９点】

菊地 栄樹 広島 大田 昌平 広島 山本 和樹 広島

千葉 恭平 学連 杉尾 知輝 学連 山本 雅也 学連

尾崎 寛人 学連 津田 勇志 学連 大久保 琢仁 学連

今井 雅樹 学連 川島 慎平 学連 向井 徹 学連

山田 啓睦 学連 竹内 巧 学連 倉矢 知明 学連

堀 隆大 学連 上山 翔 学連 岡田 拓己 学連

桑野 陸 学連 久保山 湧亮 学連 近藤 伸哉 学連

山口 翔太郎 滋賀 伊吹 友寿 滋賀 杉本 翔太 滋賀

金子 令 三重 宮下 朋幸 三重 西村 洋毅 三重

桑江 良樹 学連 川本 弘希 学連 土肥野 弘樹 学連

近藤 直哉 学連 末次 晃大 学連 亀井 和貴 学連

枯木 将克 岡山 久野 圭太 三重 戸田 敦大 広島

石川 和璃 学連 今井 篤 学連 小笠原 琢磨 静岡
※定数を満たさなかった種別があるので、３チーム分(９名)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。

成年女子団体（１１/１２） 【通過点１７２８点】

杉本 智美 学連 久原 千夏 学連 古田 悠 学連

服部 由莉 学連 松下 文香 学連 宮木 芙美代 学連

小城 碧 広島 吉山 唯 広島 松本 彩音 広島

堀口 理沙 愛知 得永 美月 愛知 平 美香 愛知

杉林 りな 学連 依田 純奈 学連 鎌森 虹帆 学連

西村 紗芳 岐阜 長岡 光江 静岡 古澤 歩幸 学連

永田 有紗 山梨 村木 友里 山梨 小野 綾香 山梨

足立 奈穂 京都 長村 恵里 京都 田中 仁菜 学連

鳥居 佳世 学連 加藤 沙織 学連 川﨑 みねか 学連

伊藤 佐保梨 学連 山田 実央 学連 和泉 薫 学連

石田 明日香 広島 大江 沙季 広島 小田 千聖 広島
※定数を満たさなかった種別があるので、１チーム分(３名)追加しました。

※団体編成で高校生女子を含むチームがあります。

山梨県成年女子

長崎国際大学女子

同志社大学女子

広島県女子選抜

近畿大学B（女子）

広島県成年女子
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赤茄子ちゃん
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近畿大学A（女子）
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広島県成年男子

近畿大学A（男子）

近畿大学B（男子）



高校生男子団体（１３/１５） 【通過点１７９６点】

河田 悠希 広島 光永 嶺 広島 泉 雄也 広島

武藤 弘樹 愛知 戸松 陽平 愛知 戸松 大輔 愛知

奥 勇登 広島 寺田 匠 広島 堀 大樹 広島

林田 凱斗 岡山 野田 翼 岡山 稲垣 佑 岡山

木村 翔大 広島 西﨑 玲雄 広島 河原 虎也 広島

角田 鉄平 愛媛 堀 裕真 愛媛 田中 大智 愛媛

髙山 凌 山梨 三井 太智 山梨 飯野 景 山梨

吉山 遼 広島 高森 洋 広島 田原 直哉 広島

市林 拓磨 広島 尾田 将隆 広島 河田 倖奈 広島

鈴木 佳菜 愛知 安井 孝志朗 愛知 木下 智恵 愛知

稲田 伯 愛知 坂井 貴紀 愛知 伊藤 加津真 愛知

河上 智也 U-17 長田 來土 U-17 齋藤 宰 U-17

中西 絢哉 U-17 安久 詩乃 U-17 近藤 案吏 U-17
※定数を満たさなかった種別があるので、１チーム分(３名)追加しました。

※更に、強化事業の為、U-17チーム２チーム（６名）を追加しました。

※団体編成で高校生女子を含むチームがあります。

高校生女子団体（６/６） 【通過点１６２３点】

伊藤 愛子 三重 小川 万諒 静岡 白木 芹佳 三重

戸田 佳菜子 広島 加川 あさひ 広島 田口 亜椰子 広島

小川 浩加 岐阜 伊東 和子 岐阜 高橋 沙己 岐阜

野村 真由 愛知 平子 可織 愛知 近藤 優実 愛知

伊藤 楓華 三重 木原 彩美 三重 田中 陽菜 三重

大橋 朋花 U-17 上田 紗安羅 U-17 久米 沙也加 U-17
※強化事業の為、U-17チーム１チーム（３名）を追加しました。

中学生男子個人（６/６）

西川 柊也 広島 籠田 晃輝 岡山 長谷川 真也 三重

長谷川 響也 三重 廣兼 大瑚 広島 平 碧仁 新潟

中学生女子個人（８/８）

宮﨑 妃奈与 岐阜 大島 鈴華 岐阜 居樹 佳奈江 岡山

黒田 莉子 岐阜 中村 未桜 岡山 佐藤 百音 岐阜

渡辺 麻央 静岡 髙𣘺 優 岐阜

東海三河チーム

広島選抜Ａ

AICHI・TOHO

四日市四郷高校

U-17　高校女子

U-17　高校男子A

U-17　高校混成

広島選抜Ｃ

広島選抜Ｄ

広島県少年女子

聖マリア女学院高等学校

岡山県少年男子

広島選抜Ｂ

北条高校

甲府城西

享栄三河

teamAICHI

A・M・Sシスターズ

広島県少年男子


