
全日ア連競技第22-053号

関係各位 　　　 　2023年  1月 21日

（公社）全日本アーチェリー連盟

副 会 長　   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：高知県立春野総合運動公園 体育館）

　　２．参加費は、１／３０（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。

（１／３０（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 会場は全面養生を行っているため、外履きで競技を行って頂くことが可能です。

⑦ 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）。

　　６．練習会場について

　　　　本年度は、競技会場の他に練習会場がございません。それぞれの部の競技開始前に練習時間を設けます。

　　７．宿泊・弁当について

　　　　会場地の都合により、宿泊・弁当の斡旋は行いません。各自で手配してください。

　　８．新型コロナウイルス感染拡大の防止について

①　 感染症対策の観点から、原則的にそれぞれの種別の受付時間に来場し、終了後はできるだけ速やか

に退場してください。

なお、団体の移動等の関係で止むを得ず当該種別以外の時間帯に来場する選手、監督・コーチは、

スタンドにて待機を許可しますが、競技フロアへの入場はできません。

②　 来場時に検温を実施します。

③　 来場者全員「新型コロナウイルス感染拡大防止チェックリスト」を来場日ごとにご提出ください。

※　「新型コロナウイルス感染拡大防止チェックリスト」は、今回の添付資料より各自でご準備ください。

④　 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の各項にご協力をお願いします。

ⅰ 以下の各事項に該当する場合は、参加を見合わせてください。

　　・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　　・発熱、咳、倦怠感、咽頭痛、臭覚や味覚の異常があるなど体調が良くない場合

　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

　　・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

　　　渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

ⅱ 必ずマスクをご持参ください（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話を

　　する際にはマスクを着用してください）。

ⅲ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。

ⅳ 他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に(最低１ｍ)）を確保してください。

　　（障害者の誘導や介助を行う場合を除きます）

ⅴ 競技中に大きな声での会話、応援をしないでください。

ⅵ 感染防止のため主催者が決めたその他の措置を遵守し、主催者の指示に従ってください。

ⅶ 競技終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して

　　速やかに濃厚接触者の有無などについて報告してください。

　　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。

第３２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



リカーブ男子（６４/１００）

前回優勝者

小林　司 全日学連

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　５７０点】

桑江　良斗 埼玉県 古川　高晴 大阪府 武藤　弘樹 愛知県 鷲津　大翔 全日学連 中西　絢哉 岡山県

斉藤　史弥 岐阜県 岩崎　智仁 全日学連 白丸　凌太朗 全日学連 岩田　歩 広島県 大貫　渉 神奈川県

石川　竜也 山形県 青島　鉄也 全日学連 フォスター　結賀 全日学連 大泉　龍晴 全日学連 藤井　望 全日学連

白井　航惺 大阪府 平林　真知 全日学連 戸松　大輔 全日学連 長田　來土 京都府 辻　昇平 静岡県

西川　晴貴 全日学連 松川　智哉 全日学連 松村　知哉 全日学連 角田　鉄平 愛媛県 舟橋　悠矢 全日学連

鈴木　駿介 全日学連 伊藤　魁晟 全日学連 河田　悠希 広島県 下原　涼 全日学連 貫井　俊汰 全日学連

金子　令 三重県 瀬川　桜介 全日学連 本庄　琉希也 全日学連 原口　大弥 全日学連 奥村　礼矢 神奈川県

宮下　昌大 全日学連 飛田　和真 全日学連 高井　将平 全日学連 宮田　楽都 全日学連 桑江　良樹 埼玉県

脇野　智和 大分県 野田　慶一郎 東京都 川﨑　陽太 全日学連 岡田　拓己 全日学連 川内　大海 全日学連

照井　翔太 全日学連 大坪　佑輔 全日学連 高久　雄吾 全日学連 竹中　悠人 全日学連 住谷　和輝 全日学連

古谷　渓汰 全日学連 丸山　貴之 長野県 山本　博 東京都 𠮷田　悠人 奈良県 白井　賢治 静岡県

宮成　孝輔 全日学連 村石　遼太 全日学連 沖田　響 全日学連 澤田　桃太 全日学連 西村　洋毅 兵庫県

岩尾　将弥 全日学連 長田　蓮 全日学連 岩尾　亘 和歌山県

主管県推薦　：　該当者なし

リカーブ女子（４０/８５）

前回優勝者

岸塚　美樹 北海道

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　５６６点】

杉本　智美 大阪府 川渕　真弓 岩手県 上原　瑠果 全日学連 鈴木　さくら 愛媛県 居樹　佳奈江 全日学連

朝久野　奈波 全日学連 山内　梓 大阪府 野田　紗月 全日学連 和田　蒼 大阪府 大橋　朋花 岐阜県

園田　稚 全日学連 今井　希海 大阪府 西嶋　詩緒里 全日学連 西村　紗芳 岐阜県 安久　詩乃 京都府

堀口　理沙 広島県 吉田　美紅 岐阜県 眞弓　怜奈 全日学連 河本　あすか 埼玉県 鈴木　美思 全日学連

上田　紗安羅 三重県 久原　千夏 福井県 五味　楓 全日学連 林　勇気 京都府 八木　さくら 全日学連

入江　優 岡山県 真柄　結衣 全日学連 渡邉　麻央 全日学連 瀧川　千景 全日学連 浅岡　知穂 全日学連

羽鳥　真菜 全日学連 小澤　楓夏 全日学連 関口　結唯 宮城県 松下　千華 全日学連 星野　爽来 全日学連

加藤　綾乃 大分県 安永　さくら 福岡県 大田　楓子 東京都

主管県推薦

本村　幸 高知県

小中学生男子（１２/２９）

記録選考 【通過点　５４６点】

髙井　志道 岐阜県 熊倉　拓輝 千葉県 髙田　顕照 福岡県 河西　大心 東京都 田中　楓峨 滋賀県

牧山　蒼空 佐賀県 宮島　楓生 長野県 道添　光輝 富山県 佐々野　佑弥 福岡県 田中　大結 滋賀県

谷口　幸乃進 滋賀県 中袴田　羚 鹿児島県

主管県推薦　：　該当者なし

小中学生女子（１２/１７）

記録選考 【通過点　５３３点】

徳山　晃以 大阪府 相澤　結桜 宮城県 石井　美羽 東京都 渡邉　万由花 岐阜県 大井　梨世 東京都

小泉　千咲 山口県 森　真央 鹿児島県 北條　成椛 岡山県 小野　翔音 大分県 藤吉　胡歩 岐阜県

田中　瑞季 滋賀県 金　走夏 東京都

主管県推薦　：　該当者なし

第３２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（２４/４１）

前回優勝者

神　省吾 滋賀県

記録選考 【通過点　５７１点】

中村　和音 東京都 高宗　瞭羽 全日学連 坂本　貴哉 東京都 長友　文哉 奈良県 河本　尚己 東京都

塚本　恭司 愛知県 内藤　紀仁 愛知県 石間　貴大 長野県 矢花　真祐 東京都 大江　佑弥 岡山県

伴　拓磨 大分県 川原　一輝 岡山県 國光　英徳 広島県 田上　慶 東京都 河野　駿五 京都府

大野　貴慎 大分県 大林　真人 東京都 森本　紘文 京都府 谷口　隆浩 大阪府 大嶋　良汰 全日学連

大瀧　二郎 東京都 今井　悠翔 全日学連 服部　和正 東京都

主管県推薦　：　該当者なし

コンパウンド女子（１２/２０）

前回優勝者

及川　未稀 神奈川県

記録選考 【通過点　５６２点】

宮田　悦子 埼玉県 澤田　紀子 愛知県 茂木　理恵 神奈川県 櫻田　裕子 熊本県 佐藤　真理子 千葉県

篠原　彩 大分県 加守田　彩香 滋賀県 本多　由美子 北海道 熊澤　徳代 愛知県 秋山　なるみ 東京都

天神　聡子 広島県

主管県推薦　：　該当者なし

ベアボウ男子（５/５）

前回優勝者

山本　悠太 東京都

記録選考 【通過点　５０４点】

坂野　太一 東京都 岡野　誠之 京都府 神谷　典幸 愛知県

主管県推薦

山本　寄人 高知県

ベアボウ女子（３/３）

前回優勝者

長谷川 幸代 愛知県

記録選考 【通過点　４８５点】

遠藤　博美 神奈川県 正木　恵実 兵庫県

主管県推薦　：　該当者なし


