
全日ア連競技第19-077号

関係各位 　　　 　2020年  1月 18日

（公社）全日本アーチェリー連盟

 会長職務代行者　   世 耕　弘 成

　　注　意

　　１．選考決定後の辞退は認められません。　（会場：山形県鶴岡市　小真木原公園 小真木原総合体育館）

　　２．参加費は、１／２７（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

　　３．必ず会員カードおよ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。

　　４．環境に配慮し、競技者番号（ゼッケン）を付ける安全ピン・クリップ等を各自で持参してください。

　　５．監督・コーチの競技会場内入場について

　　　　今大会は、出場選手の所属団体（選手の所属する高校・大学・企業など）の監督・コーチが競技会場内

　　　　に入場できることとします。

① 入場可能な監督・コーチは、所属団体の各カテゴリー（各部門・各種別）各１名とします。

② 監督・コーチ申請書に必要事項を記入し、当該選手の加盟団体（都道府県協会（連盟）・学ア連等）

に提出してください。

③ 加盟団体は大会参加納付書提出時に監督・コーチ申請書を添付して本連盟に提出してください。

（１／２７（月）必着）

④ 申請書に基づき、ＩＤカードを発行し大会当日に配布します。

⑤ 大会当日は必ずＩＤカードを携行し、明瞭に見える位置に付けてください。

⑥ 監督・コーチの服装は当該選手と同等、もしくは所属団体が明記されたユニホーム等を着用する

こととします（私服等は認めません）。また、必ず上履きをご用意ください。

　　６．練習会場について

　　　　本年度は、競技会場の他に練習会場を用意しますが、的数が少ないため、譲り合ってご使用ください。

　　７．宿泊・弁当について

　　　　宿泊・弁当については、別紙「ご宿泊及びお弁当のご案内」でご確認の上、「ご宿泊及びお弁当申込書」

　　　　にて期日までにお申し込みください。

第２９回 全日本室内アーチェリー選手権大会　出場者名簿の送付について

　　　　　　　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。



リカーブ男子（６４/１００）

前回優勝者

川原　壯太 学ア連

記録選考 ※通過点の同点判定は要項に従って決定した。 【通過点　５７１点】

大貫　　渉 神奈川県 古川　高晴 大阪府 石川　竜也 学ア連 戸松　大輔 学ア連 野村　　翼 愛知県

河田　悠希 学ア連 菊地　栄樹 広島県 棚田　　歩 学ア連 金子　　令 三重県 石井　佑汰 学ア連

岩田　　歩 広島県 大隅　一樹 学ア連 安井 孝志朗 学ア連 奥　　勇登 学ア連 岩佐　永寿 兵庫県

堀　　大樹 学ア連 辻　　昇平 学ア連 藤井　　望 大阪府 山本　　博 東京都 泉　　雄也 学ア連

前田　恵人 学ア連 伊澤　喬太 学ア連 大塚　謙史 群馬県 遠藤　　周 東京都 天野　良太 大分県

青島　鉄也 長崎県 山本　真也 愛知県 小笠原 琢磨 静岡県 小笠原 奨悟 静岡県 髙井　将平 愛知県

角田　鉄平 学ア連 田木　亮成 三重県 池田　稀柊 学ア連 徳本　汰知 富山県 田畑　隼剛 神奈川県

市川　遼治 学ア連 山田　啓睦 三重県 不破　俊典 茨城県 佐々木 和真 岐阜県 舘野　磨生 学ア連

佐々木 蓮真 愛知県 畑本　晃佑 兵庫県 桑江　良樹 長崎県 今井　雅樹 福井県 松見　翔太 大阪府

丸山　瑛平 学ア連 伊藤　大門 学ア連 村松 伸之輔 学ア連 岡崎　恭輔 学ア連 射場　直希 学ア連

瀬川　桜介 神奈川県 長田　來土 学ア連 駒形　竜成 埼玉県 後藤　宏和 学ア連 杉本　悠貴 学ア連

中川　光造 学ア連 岩崎　恭平 埼玉県 小野 純一朗 学ア連 平林　真知 大阪府 山本　陽生 学ア連

光永　　嶺 学ア連 栩山　竜誠 和歌山県

主管県推薦

松田　真也 山形県

リカーブ女子（４０/７３）

前回優勝者

上原　瑠果 兵庫県

記録選考 ※通過点の同点判定は要項に従って決定した。 【通過点　５６９点】

室屋　郁乃 学ア連 松井 香奈依 学ア連 杉本　智美 大阪府 大澤 妃奈乃 広島県 杉林　りな 岐阜県

山中 乃絵留 岐阜県 野田　紗月 学ア連 西嶋 詩緒里 福井県 山内　　梓 学ア連 石田　華野 学ア連

阿部　詩野 学ア連 居樹　佳奈江 学ア連 小野寺 まどか 学ア連 中村　美樹 山形県 松下　千華 学ア連

川渕　真弓 岩手県 加守田 彩香 学ア連 古田　　悠 三重県 田原　沙莉 京都府 西村　紗芳 岐阜県

大橋　朋花 学ア連 安久　詩乃 学ア連 吉留　光咲 千葉県 冨樫　郁奈 学ア連 林　　勇気 京都府

堀口　理沙 広島県 平　　美香 埼玉県 久原　千夏 福井県 大道　美紅 学ア連 上田 紗安羅 学ア連

深澤　菜見 群馬県 井上　友希 学ア連 木下 あすか 埼玉県 畠山 佳菜子 学ア連 星野　爽来 山形県

野田　彩夏 愛知県 中村　美優 学ア連 永濵　澪来 学ア連

主管県推薦

阿部　夏鈴 山形県

小中学生男子（１２/１６）

記録選考 【通過点　５４４点】

宮本　和秀 神奈川県 徳本　拓人 富山県 斉藤　史弥 岐阜県 松岡　天丸 岐阜県 白井　航惺 長野県

吉田　　凛 兵庫県 新家　朝陽 東京都 河合　夏旺 鳥取県 吉田　悠人 奈良県 松下　颯聖 山形県

澤井　輝斗 兵庫県

主管県推薦

浅黄　倖太 山形県

小中学生女子（１２/２５）

記録選考 ※通過点の同点判定は要項に従って決定した。 【通過点　５４４点】

三輪　紗愛 岐阜県 矢渡　　茜 和歌山県 鈴木 さくら 愛媛県 道浦 奈緒子 京都府 和田　　蒼 岐阜県

薦田　みゆ 愛媛県 関口　結唯 宮城県 玉井　佳奈 愛媛県 大田　楓子 鹿児島県 大井　梨世 岐阜県

黒河　歩果 愛媛県

主管県推薦

富樫　英花 山形県

第２９回全日本室内アーチェリー選手権大会出場者



コンパウンド男子（２４/３３）

前回優勝者

坂野　太一 東京都

記録選考 【通過点　５７４点】

中村　和音 東京都 宇南山 拓弥 学ア連 野々下　進 大分県 矢花　真祐 東京都 佐々木 淳二 東京都

坂本　貴哉 東京都 國光　英徳 広島県 寺田　　匠 学ア連 金田　純平 千葉県 大瀧　二郎 東京都

石間　貴大 長野県 山田　　彰 岐阜県 河本　尚己 東京都 小川　佳記 奈良県 高宗　瞭羽 学ア連

長友　文哉 奈良県 佐々木　邦哲 北海道 綿貫　　礼 群馬県 梅本　大輝 学ア連 藤田　直人 学ア連

中嶋　啓文 東京都 梅田 美喜雄 大分県

主管県推薦

齋藤　禎行 山形県

コンパウンド女子（１１/１１）

前回優勝者

小川　尚美 奈良県

記録選考 【通過点　５５０点】

本多 由美子 北海道 根建　彩香 学ア連 天神　聡子 広島県 佐藤 真理子 千葉県 篠原　　彩 大分県

秋山 なるみ 東京都 酒巻　二美 神奈川県 立石 由美子 東京都 長網　美樹 神奈川県 陳　　美樹 東京都

第２９回全日本室内アーチェリー選手権大会出場者


