
【1/8イリミネーション】 【1/4イリミネーション】 【セミファイナル】

　6 (27-21-23-20-22T6)

　2 (24-23-26-23)

　3 (16-21-23-17-12)

　5 (26-17-25-20-23T1) 【Goldファイナル】

　7 (23-21-20-27-22)

　6 (25-24-25-25)

　6 (22-28-22)

　1 (19-20-20-19)

　0 (10-24-17)

　6 (25-25-24-28)

　2 (12-26-23-21)

　7 (26-20-22-25)

　6 (20-24-28-26)

　6 (22-22-24-24-15T9)

　0 (23-22-23)

　2 (21-26-13-10)

　5 (21-26-24-23-20T8)

　6 (23-9-24-25)

　2 (24-26-23-18)

　6 (20-22-25)

　4 (28-18-23-26-23)

　0 (16-19-10)

　6 (26-23-27)

【Bronzeファイナル】

　6 (23-26-24-25-27)

　6 (25-27-21-23)

　2 (20-23-26-20)

(2) 古藤　つぼみ

(6) 古田　三華

(10) 内田　郁美

(7) 河本　真理子

ー (bye)

(9) 南　琴華

(8) 天野　由結

(3) 鈴木　璃蕗

(11) 菊地　かりん

(5) 倉田　美桜

(13) 山中　葉月

(12) 大島　千佳

(4) 江口　望

ー (bye)

(2) 古藤　つぼみ

(1) 西田　汐里

(1) 西田　汐里

ー (bye)

(2) 古藤　つぼみ

(7) 河本　真理子

(4) 江口　望

(8) 天野　由結

西田　汐里

(3) 鈴木　璃蕗

Bronze

(2) 古藤　つぼみ

(3) 鈴木　璃蕗

(6) 古田　三華

(3) 鈴木　璃蕗

開催日：　2022年　10月　23日　(日)

(1) 西田　汐里
競技会名：　2022年度 愛知県選手権大会

(5) 倉田　美桜

(4) 江口　望

Silver 古藤　つぼみ

開催場所：　愛知県森林公園　洋弓場

(1) 西田　汐里

マッチプレイチャート（RC女子）

Gold 江口　望

(4) 江口　望



【1/8イリミネーション】 【1/4イリミネーション】 【セミファイナル】

　3 (26-25-22-22-21)

　6 (25-29-24)

　1 (19-25-23-23)

　7 (26-24-24-25-22) 【Goldファイナル】

　7 (24-25-27-26)

　1 (23-26-20-24)

　0 (22-23-20)

　0 (23-25-23)

　6 (27-26-24)

　6 (23-28-29-26)

　2 (20-27-22-26)

　2 (19-20-20-13)

　2 (25-23-20-24)

　6 (29-23-19-26)

　7 (25-26-26-26)

　6 (26-24-10-24)

　2 (25-27-22-20)

　2 (18-19-22-14)

　6 (26-22-30-27)

【Bronzeファイナル】

　6 (26-24-24-25)

　3 (25-26-25-24-26)

　7 (27-27-25-21-27)

(bye)

ー (bye)

(2) 澤田　桃太

(7) 新田　響

(10) 犬飼　英明

(1) 家敷　知明

ー (bye)

ー (bye)

(5) 三宅　誠

ー (bye)

(3)

柴田　大輔

柴田　大輔

(9) 浅井　真二

(8) 大木　倭

(4) 岡田　拓己

(11) 冨田　優明

(6) 鈴木　大翔

(3) 柴田　大輔

ー

Bronze

Gold

大木　倭

(8) 大木　倭

(2) 澤田　桃太

(4) 岡田　拓己

(2) 澤田　桃太

競技会名：　2022年度 愛知県選手権大会

開催場所：　愛知県森林公園　洋弓場

開催日：　2022年　10月　23日　(日)

マッチプレイチャート（RC男子）

澤田　桃太

Silver

(8) 大木　倭

(4) 岡田　拓己

(3) 柴田　大輔

(2) 澤田　桃太

(6) 鈴木　大翔

(1) 家敷　知明

(8) 大木　倭

(5) 三宅　誠

(4) 岡田　拓己

(3) 柴田　大輔

(7) 新田　響



【Goldファイナル】

　2 (24-20-23-23)

　6 (24-22-23-27)
須川　颯真(2)

マッチプレイチャート（RC中学）

(1) 林　なつの

Silver 林　なつの

開催日：　2022年　10月　23日　(日)

競技会名：　2022年度 愛知県選手権大会

開催場所：　愛知県森林公園　洋弓場

Gold 須川　颯真



【セミファイナル】

　6 (20-17-7-17)

【Goldファイナル】

　7 (19-21-21-17)

　2 (12-9-17-14)

　6 (22-19-9-22)

　1 (17-21-18-16)

　2 (20-14-20-20)

【Bronzeファイナル】

　2 (21-14-21-1)

　6 (15-21-20-28)

(1) 小竹　一樹

(4) 滝岡　博

開催日：　2022年　10月　23日　(日)

競技会名：　2022年度 愛知県選手権大会

開催場所：　愛知県森林公園　洋弓場

(1) 小竹　一樹

マッチプレイチャート（BB混合）

(3) 松尾　進治

Silver 松尾　進治

(3) 松尾　進治

市ノ瀬　光昭

(2) 市ノ瀬　光昭

Gold 小竹　一樹

(2) 市ノ瀬　光昭

(4) 滝岡　博

Bronze



【セミファイナル】

【Goldファイナル】

　113 (22-25-18-25-23)

　109 (22-25-17-24-21)

　126 (25-26-25-22-28)

　121 (28-19-22-26-26)

【Bronzeファイナル】

山本　奈未

Bronze 山本　奈未

(3)

ー (bye)

Gold 島田 忍

(3) 山本　奈未

(2) 島田 忍

Silver 太田　昇吾

ー (bye)

(1) 太田　昇吾

(2) 島田 忍

開催場所：　愛知県森林公園　洋弓場

開催日：　2022年　10月　23日　(日)

競技会名：　2022年度 愛知県選手権大会

(1) 太田　昇吾

マッチプレイチャート（CP混合）


