
全日ア連競技第17- 035号

　　　 　 2017年  8月19日

関係各位
（公社）全日本アーチェリー連盟

副会長　穂 苅　美 奈 子

 　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ご連絡いたします。

   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。

　日程変更について

　参加人数が変更になりました関係で、日程を下記のとおり変更いたします。

　参加する各選手に確実にご連絡いただきますようお願いいたします。

.９月１６日（土） 　９：００～　９：４０ 受付

用具検査（小中学生・高校生・コンパウンド）

　９：０５～　９：５０ 練習（小中学生・高校生・コンパウンド）

１０：００～１０：１５ 開会式

１０：２５～１２：４０ 個人戦（小中学生・高校生・コンパウンド）

１０：３０～１１：３０ 用具検査（リカーブ成年）

１２：４０～１３：１０ 昼休み

１３：１０～１３：５０ 練習（リカーブ成年）

１４：００～１６：１５ 個人戦（リカーブ成年）

１８：３０～ 個人戦表彰式（レセプション会場にて実施）

９月１７日（日） 　８：２０～１５：５０ 前半　：　小中学生ミックス戦　・　コンパウンドミックス戦

　　　　　　エキシビション戦（変則編成チーム）

後半　：　団体戦（成年・高校生）

注意 ①　選考決定後の辞退は認められません。　（会場：岡崎中央総合公園　多目的広場 特設会場）

②  参加費は  ８/２８（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

③　必ず会員カード及びスターバッジを持参してください。

   （公印省略）

第１回ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ ＣＵＰアーチェリー大会　出場者名簿の送付について
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成年男子団体（１６/１６） 【通過点　１９０３点】

佐藤 博乙 東京都 池田 亮 全日学連 遠藤 周 全日学連

倉矢 知明 全日学連 山本 雅也 全日学連 藤田 未来也 全日学連

鬼塚 聡 全日学連 野村 翼 全日学連 市川 遼治 全日学連

小笠原 琢磨 静岡県 水野 寛人 全日学連 石川 和璃 全日学連

今井 雅樹 福井県 津田 勇志 福井県 小野寺 壮登 福井県

酒井 駿 岐阜県 向井 徹 岐阜県 杉林 りな 岐阜県

亀井 和貴 全日学連 近藤 直哉 全日学連 三嶋 拓平 全日学連

古賀 翔汰 全日学連 宇野 優人 全日学連 永友 隼斗 全日学連

内田 陽 愛知県 安井 孝志朗 全日学連 本田 光 全日学連

土岐 秀幸 愛知県 山本 真也 愛知県 井藤 司 全日学連

桑江 良樹 全日学連 土肥野 弘貴 全日学連 川本 弘希 全日学連

中本 悠太 全日学連 髙橋 海二 全日学連 三島 巧也 全日学連

大田 昌平 広島県 堀 大樹 全日学連 末迫 春乃 全日学連

古川 高晴 Nチーム 菊地 栄樹 Nチーム 杉尾 知輝 Nチーム

河田 悠希 Nチーム 大貫 渉 Nチーム 岩田 歩 Nチーム

鬼山 直也 Nチーム 武藤 弘樹 Nチーム Ｌａｍ Ｄｏｒｊｉ ブータン王国

※定数を満たさなかった種別があるので、３チーム分(９名)を追加しました。

※強化事業の為、ナショナルチームとブータン王国からの招待選手の３チーム（９名）を追加しました。

※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（１３/１３） 【通過点　１８１７点】

大澤 妃奈乃 全日学連 堀口 理沙 全日学連 宮木 芙美代 全日学連

松本 彩音 広島県 小城 碧 全日学連 吉山 唯 全日学連

畠山 佳菜子 全日学連 吉田　 美紅 全日学連 森 花緒梨 全日学連

鈴木 葵 和歌山県 古田 悠 全日学連 平川 仁巳 全日学連

坪倉 結実 全日学連 吉田 奈那子 全日学連 田中 千尋 全日学連

服部 由莉 福井県 南 夕佳 福井県 菅原 芽衣 福井県

小野 綾香 全日学連 村木 友里 全日学連 小林 千尋 全日学連

市村 牧 東京都 斉藤 未央 東京都 鈴木 日和 全日学連

西村 紗芳 岐阜県 豊福 彩香 全日学連 古澤 歩幸 全日学連

狐塚 佑姫 全日学連 舩見 真奈 全日学連 三好 夏実 全日学連

早川 漣 Nチーム 中村 美樹 Nチーム 杉本 智美 Nチーム

林 勇気 Nチーム 久原 千夏 Nチーム 加藤 綾乃 Nチーム

川中 香緖里 Nチーム 永峰 沙織 Nチーム Ｋａｒｍａ ブータン王国

※強化事業の為、ナショナルチームとブータン王国からの招待選手の３チーム（９名）を追加しました。

長崎国際大学

近大Ｂチーム

CSCAC UNITE A

愛知産業大学

近大Ａチーム

記

TEAM東京(成年男子）

早稲田大学男子

重量級洋弓部隊

福井県アーチェリー協会

サンメッセ㈱

第１回ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ出場者名簿

にゃんぱすー

徳山大学

ナショナルチーム　Ｃ

ナショナルチーム　Ａ

近大Ａチーム

広島県成年女子

愛知産業大学女子

和歌山県成年女子

近大Ｂチーム

福井県アーチェリー協会

ナショナルチーム　Ａ

ナショナルチーム　Ｂ

広島県選抜

YAMANASHI

ナショナルチーム　Ｂ

ナショナルチーム　Ｃ

おおがき

TEAM東京(成年女子）

早稲田大学女子
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高校生男子団体（４/４） 【通過点　１８９５点】

德川 翔 大阪府 鬼山 大河 大阪府 藤井 望 大阪府

戸松 大輔 愛知県 池森 駿 愛知県 木全 絢生 愛知県

石井 佑哉 東京都 大谷 友我 東京都 加藤 正晃 東京都

桑原 慧 愛知県 青井 千尋 愛知県 海野 直幸 愛知県

高校生女子団体（６/６） 【通過点　１７０１点】

居樹 佳奈江 大阪府 中村 未桜 大阪府 上田 愛菜 大阪府

古川 由紀乃 東京都 矢島 萌音 東京都 松山 菜々花 東京都

大橋 朋花 岐阜県 小川 浩加 岐阜県 大島 鈴華 岐阜県

山中 乃絵留 岐阜県 髙𣘺 優 岐阜県 宮﨑 妃奈与 岐阜県

伊藤 沙希 愛知県 藤田 茉優 愛知県 桑髙 紀香 愛知県

五味 楓 山梨県 老松 真白 山梨県 鮎澤 李緒 山梨県

小・中学生男子個人（１３/１３） 【通過点　５２３点】

齊藤 玖哉 千葉県 奥村 礼矢 岐阜県 髙井　 裕介 岐阜県

髙井　 将平 岐阜県 斉藤 史弥 岐阜県 宮本 和秀 東京都

谷村 宗晃 岐阜県 伊東 逸稀 愛知県 野田 慶一郎 岐阜県

神永 大 愛知県 堀 結輝 愛知県 長良 一輝 愛知県

長谷川 拓未 東京都

小・中学生女子個人（１４/１４） 【通過点　４９５点】

室井 悠里 福島県 佐竹 稚奈 岐阜県 山田 侑奈 岐阜県

加藤 帆乃香 静岡県 坂口 実優 愛知県 三瓶 詩織 福島県

末次 円 福岡県 長嶋 優奈 千葉県 大橋 怜子 岐阜県

坂本 聖来 京都府 川久保 美緒 京都府 野田 彩夏 愛知県

波頭 幸音 岐阜県 雪山 萌々 京都府

コンパウンド 男子個人（２/２） 【通過点　６８２点】

有迫 幸樹 大阪府 山田 彰 岐阜県

コンパウンド 男子個人 招待選手

Ｋａｒｍａ Ｓｈｅｒａｂ ブータン王国 Ｔａｎｄｉｎ Ｄｏｒｊｉ ブータン王国

コンパウンド 女子個人（２/２） 【通過点　６７４点】

本多 由美子 北海道 天神 聡子 広島県

近畿大学附属高等学校

TEAM東京(少年男子）

愛知県少年男子Ａ

愛知県少年男子B

近畿大学附属高等学校

甲府城西

TEAM東京(少年女子）

聖マリア女学院高等学校Ａチーム

聖マリア女学院高等学校Ｂチーム

愛産大三河
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