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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、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：埼玉県宮代町　はらっパーク宮代

２． 参加費は  ６／６（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

３． 宿泊・弁当については、別紙「宿泊・弁当申込要項」をご確認いただき、期日までにお申し込みください。

４． 必ず会員証及びスターバッジを持参してください。用具検査の際、確認をいたします。

2016年5月28日

第１１回 全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会 出場者名簿の送付について



中学生　男子

(24/46) 【通過点 ５３９点】

長田 祐馬 山梨県 山下 健友 愛知県 服部 篤武 愛知県 長田 蓮 山梨県 青木 亮磨 愛知県

山下 真宗 埼玉県 藤井 望 山口県 金田 悠希 埼玉県 渋谷 悠貴 愛知県 加藤 俊輔 愛知県

寒川 慎也 和歌山県 佐分利 亮太 愛知県 木全 絢生 愛知県 猪股 譲弥 山梨県 大久保 侑亮 愛知県

谷口 蒼空 愛知県 吉良 太翔 山梨県 高橋 実秀 埼玉県 桑原 駿 愛知県 岩田 玲音 富山県

金子 弥里 山梨県 小出 直樹 愛知県 戸田 匠紀 熊本県 隅岡 将輝 東京都

(8/8) 【通過点 ４００点】

青島 鉄也 長崎県 浅井 脩馬 愛知県 伊藤 魁晟 広島県 平 碧仁 新潟県 小札 哲聖 兵庫県

畑本 晃佑 兵庫県 岡山 耕平 奈良県 谷村 郁哉 奈良県

（該当者なし）

中学生　女子

(30/44) 【通過点 ４９４点】

髙見 朋夏 長崎県 山中 乃絵留 岐阜県 渡邉 麻央 静岡県 平井 阿佐美 岐阜県 野田 舞 岡山県

上田 愛奈 埼玉県 田川 鈴菜 長崎県 落合 ほたる 福岡県 難波 萌香 岡山県 林 かりん 埼玉県

田原 沙莉 京都府 関根 香乃 埼玉県 武内 花音 岐阜県 山田 侑奈 岐阜県 宮川 暖加 岡山県

小池 杏璃 岡山県 園田 稚 大分県 井草 文 埼玉県 増本 千珠 東京都 加藤 帆乃香 静岡県

上園 さくら 兵庫県 山田 愛 京都府 渡辺 あかり 千葉県 正岡 令奈 愛媛県 越智 萌々香 愛媛県

大森 史華 埼玉県 波頭 明音 岐阜県 上嶋 英鈴 埼玉県 佐竹 稚奈 岐阜県 小林 万里子 静岡県

(1/1) 【通過点 ５９９点】

髙見 愛佳 長崎県

(1/1)

田中 利樺子 岡山県

小学生　男子

(8/13) 【通過点 ２８１点】

藤岡 真大 山口県 野田 慶一郎 岐阜県 岡本 昌大 山口県 吉田 悠人 奈良県 髙田 龍照 福岡県

宮本 和秀 東京都 齊藤 玖哉 千葉県 天野 弘貴 愛知県

（該当者なし）

小学生　女子

(7/16) 【通過点 ２９６点】

坂口 実優 愛知県 角 絵里花 福岡県 室井 悠里 福島県 瀬川 藍瑠 長崎県 江口 望 愛知県

相川 小雪 長崎県 二ノ井 みりか 東京都

(1/1)

峰重 咲来 岡山県
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