
全日ア連競技第16-025号

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  ５／３０（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。

５． 未成年の参加に関して

  本大会参加にあたり、20歳未満の競技者は、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、日本アンチ・ド

　ーピング規程により、検査対象となった場合のドーピング検査実施の同意ならびにその手続きに関し、

　競技者本人ならびに親権者が同意書に署名し提出することが必要となります。

　参加の確定した20歳未満の競技者は、同意書にそれぞれが署名、捺印の上、大会参加費納付書と

　共に加盟団体を通し全日本アーチェリー連盟に同意書を提出してください。

　または、当日に大会本部に提出いただいても結構です。

　尚、同意書は一度提出すると、該当選手が成人するまで有効となりますので、以前に他の大会で提

　出して頂いた方は再提出の必要はありません。

　但し、親権者が替わった場合は、再度新たな親権者が同意書を提出することになります。
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第４９回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 出場者名簿の送付について



リカーブ部門：壮年男子

（該当者なし）

(17/27) 【通過点 ６０４点】

山下 高司 神奈川県 松井 孝夫 埼玉県 大田 洋典 鹿児島県 佐藤 光秀 東京都 安藤 智俊 神奈川県

肥田野 功 千葉県 谷口 義信 熊本県 甘池 公介 京都府 鈴木 春久 東京都 佐藤 剛 東京都

亀井 孝 京都府 菅野 寛 神奈川県 加藤 清幸 富山県 瀬戸 英行 東京都 昇 辰雄 神奈川県

久保 泰夫 奈良県 阿部 和彦 東京都

(1/1)

尾澤 二三男 埼玉県

リカーブ部門：一般男子

(1/1)

菊地 栄樹 広島県

(43/46) 【通過点 ６０５点】

佐々木 和真 岐阜県 金子 令 三重県 田畑 隼剛 神奈川県 尾崎 寛人 滋賀県 佐藤 博乙 東京都

杉本 翔太 滋賀県 本間 薫 埼玉県 辻岡 拓也 埼玉県 天野 良太 大分県 山中 祐大 神奈川県

大田 昌平 広島県 岩田 歩 広島県 今井 雅樹 福井県 坂野 太一 埼玉県 佐藤 尚樹 福島県

川津 裕太郎 東京都 福田 圭宏 奈良県 丹野 天士 岩手県 井上 順二 神奈川県 宮下 朋幸 三重県

酒井 駿 岐阜県 山本 真也 愛知県 三十苅 弘明 石川県 向井 徹 岐阜県 大野 佑貴 大分県

山下 悠貴 鹿児島県 宮原 雅 長野県 西村 洋毅 三重県 小野寺 壮登 福井県 福井 史哉 愛知県

中西 巧 石川県 平野　 寛明 岐阜県 戸手 隆盛 東京都 田中 秀一 兵庫県 川島 慎平 愛媛県

河合 啓太 静岡県 水上 雄亮 東京都 金村 賢 石川県 石間 貴大 長野県 神田 正樹 静岡県

野木 諭 岐阜県 山田 拳 京都府 木下 征史 東京都

(1/1)

岩崎 恭平 埼玉県

リカーブ部門：女子

（該当者なし）

(30/34) 【通過点 ５７２点】

加藤 綾乃 大阪府 平 美香 埼玉県 杉林 りな 岐阜県 松本 彩音 広島県 佐藤 真奈美 大分県

入江 優 岡山県 澤出 愛美 埼玉県 早川 漣 長崎県 鈴木 葵 和歌山県 川渕 真弓 岩手県

足立 奈穂 京都府 中村 美樹 神奈川県 西村 紗芳 岐阜県 貫野 まいこ 埼玉県 和田 茜 鳥取県

及川 未稀 愛媛県 長村 恵里 京都府 安河内 菜摘 東京都 松井 明代 東京都 梅津 昭子 東京都

宮﨑 ゆみ 東京都 三ツ山 香里 東京都 駒寄 真弓 石川県 三好 葉月 愛知県 松本 亜希子 石川県

南 夕佳 福井県 清水 遥 山梨県 坂牧 久仁子 東京都 吉岡 さおり 東京都 清水 友美 千葉県

（該当者なし）
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コンパウンド部門：男子

(1/1)

山本 悠太 東京都

(16/28) ※通過点の同点判定は要項に従って決定した。 【通過点 ６８０点】

塚本 恭司 愛知県 島田 隆之 東京都 小林 奏太 東京都 佐藤　 正八 東京都 野々下 進 大分県

矢花 真祐 東京都 佐藤 一成 東京都 西田 昌司 東京都 中村 和音 東京都 坂本 貴哉 東京都

石井 大介 東京都 安治 直人 鳥取県 小川 佳記 奈良県 島尻 政幸 岐阜県 中島 利彰 熊本県

山田 彰 岐阜県

(1/1)

齋藤 由智 埼玉県

コンパウンド部門：女子

(1/1)

本多 由美子 北海道

(4/8) 【通過点 ６７６点】

小川 尚美 奈良県 林 享美 群馬県 熊澤 徳代 愛知県 秋山 なるみ 東京都

(1/1)

水島 一子 埼玉県

記録選考

前年度優勝者

主管県推薦

記録選考

前年度優勝者

主管県推薦
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