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全日ア連競技第09-009号

平成21年 5月 10日

(社 )全 日本アーチェリー連盟

会 長  安 倍 晋 三

(公印省略 )

第42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

標記の件につきまして、下記の通り決定いたしましたので関係加盟団体担当者の方は至急所定の手続きを

行つて下さい。尚、選考決定後の辞退は認められません。(会場 :青森県/新青森県総合運動公園アーチエリー場)

(宿泊・弁当は指定宛に5/20までに申し込むこと。参加費は5/28までに全ア連事務局まで到着の事)

記
リカーブ部門 :1士年男子(16名 /17名 )

松下 和幹 (東京都) 山本  博 (埼玉県) 近藤 英之 (岐阜県) 塩田 浩― (京都府)

五十嵐 保雄 (千葉県) 増山 雄二 (栃木県) 井口 秀司 (東京都) 山田 朗夫 (神奈川県)

湯村 重人 (福岡県) 山下 高司 (神奈川県)安藤 智俊 (神奈川県)粥川  真  (大阪府)

亀井  孝 (京都府) 永留 久男 (鹿児島県)安田 政樹 (神奈川県)佐藤 伸吾 (大分県)

【通過点1160点】

リカーブ部門:一般男子(35名 /35名 )

天野 良太 (大阪府) 古川 高暗 (大阪府)

宮原  雅 (長野県) 島野 隆二 (埼玉県)

前田 貴史 (長崎県) 松原 孝臣 (北海道)

松井 孝夫 (埼玉県) 渕澤 悠介 (神奈川県)

白戸  渉 (青森県) 佐藤  剛 (東京都)

森田 尚弘 (東京都) 平野 寛明 (岐阜県)

屋敷 将志 (広 島県) 森  鉄也 (青森県)

川上 憲二 (東京都) 吉島 史郎 (千葉県)

尾倉 崇弘 (北海道) 中田 翔太 (岐阜県)

リカーブ部門:一般女子(28名 /28名 )

及川 亜由 (埼玉県) 林  勇気 (京都府)

立川 枝里 (大分県) 松下 紗耶未 (大阪府)

貫野 まいこ (埼玉県) 矢田貝 静江 (広 島県)

木下 由紀子 (大阪府) 五反田 裕子 (岐阜県)

梅島 弘子 (兵庫県) 奈良井 知子 (東京都)

徳永  忍 (神奈川県)村田 明日香 (埼玉県)

廣野 麻衣 (富 山県) 矢田 息子 (京都府)

コンパウンド部門 :一般男子(20名 /24名 )

西田 昌司 (福島県) 工藤 勝浩 (長野県)

種部 浩司 (東京都) 鈴木 雄― (山梨県)

佐々木 善信 (大阪府) 渡邊 博文 (東京都)

松村 晃志 (東京都) 山田  竜 (神奈川県)

竹村 公作 (奈 良県) 生駒 政重 (長野県)

コンパウンド部門:一般女子(8名 /11名 )

天神 聡子 (広島県) 本多 由美子 (北海道)

住吉 ユウ子 (兵庫県) 前田 尚美 (岐阜県)

脇野  智和

守屋 龍―

末口 広宣

福原  慎

国安  徹

岡田 健志

柴山 義久

佐藤 隆紀

奥田  徹

(埼玉県)

(大阪府)

(兵庫県)

(北海道)

(千葉県)

(東京都 )

(愛知県)

(千葉県)

(北海道 )

早川  浪 (兵庫県)

瀬川 ゆかり (兵庫県)

斉藤 未央 (東京都)

末陰 章奈 (兵庫県)

島 あずさ (岐阜県)

寺田 春奈 (富 山県)

新井 ノヽ代生 (東京都)

谷口 幸夫 (熊本県)

佐藤 正八 (東京都)

野村 光治 (熊本県)

福島 秀人 (北海道)

大山 哲正 (愛知県)

谷口 裕子 (熊本県)

秋田  恵 (愛知県)

菊地 栄樹 (広島県)

喜多田 治彦 (埼玉県)

上井 友幹 (和歌山県)

栗栖 正臣 (埼玉県)

蓮田 秋二 (東京都)

白幡 直也 (山形県)

浦名 直樹 (大阪府)

松下 雄太 (愛知県)

【通過点1155点】

北畠 紗代子 (兵庫県)

寺井 真美 (埼玉県)

園武 綾子 (埼玉県)

手島 緑沙 (広島県)

小西 貴美子 (千葉県)

岩井 正江 (千葉県)

長町 康代 (京都府)

【通過点1151点】

山田  彰  (岐阜県)

増島 善秋 (東京都)

笹尾 茂寿 (奈良県)

大野 寿明 (東京都)

小田桐 稔 (青森県)

【通過点1317点】

渡邊 ゆかり (東京都)

秋山 なるみ (東京都)

【通過点1357点】


