
１部
的番 氏　名 所属団体 性 種　別

１Ａ 陳　美樹 チンミキ 杉並区アーチェリー協会 女 ＣＰマスターズ

１Ｂ 立石　由美子 タテイシユミコ 港区アーチェリー協会 女 ＣＰマスターズ

２Ａ 大野　寿美恵 オオノスミエ 板橋区アーチェリー協会 女 ＣＰマスターズ

２Ｂ 安藤　規子 アンドウノリコ 豊島区アーチェリー協会 女 ＣＰマスターズ

３Ａ 服部　和正 ハットリカズマサ 世田谷区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

３Ｂ 赤木　満 アカギミツル 葛飾区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

４Ａ 米山　吉信 ヨネヤマヨシノブ 青梅市アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

４Ｂ 吉田　正嗣 ヨシダマサツグ 世田谷区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

５Ａ 山本　秀一 ヤマモトシュウイチ 世田谷区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

５Ｂ 市原　幸延 イチハラユキノブ 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

６Ａ 中村　孝雄 ナカムラタカオ 世田谷区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

６Ｂ 常世　伸一 トコヨシンイチ 埼玉県障がい者アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

７Ａ 大日 方尚 オビナタタカシ 豊島区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

７Ｂ 常世　駿嗣 トコヨシュンジ 埼玉県障がい者アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

８Ａ 佐藤　大祐 サトウダイスケ 東京理科大学 男 ＣＰ成年

８Ｂ 朝倉　圭汰 アサクラケイタ 日本大学 男 ＣＰ成年

９Ａ 二戸　慶和 ニトヨシカズ 三鷹市アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

９Ｂ 中村　和音 ナカムラカズネ 大田区アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

１０Ａ 斎藤　太郎 サイトウタロウ 江東区アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

１０Ｂ 佐藤　一成 サトウ　カズシゲ 世田谷区アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

１１Ａ 下村　康 シモムラヤスシ 多摩市アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

１１Ｂ 平沢　奈古 ヒラサワナコ 埼玉県障がい者アーチェリー協会 女 ＣＰ成年

１２Ａ

１２Ｂ

１３Ａ 小泉　美枝子 コイズミミエコ 日野市アーチェリー協会 女 ＲＣマスターズ

１３Ｂ 近藤　洋子 コンドウヨウコ 新宿区アーチェリー協会 女 ＲＣマスターズ

１４Ａ 牧内　みどり マキウチミドリ 港区アーチェリー協会 女 ＲＣマスターズ

１４Ｂ 阿部　和彦 アベカズヒコ 多摩市アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１５Ａ 小川　久 オガワヒサシ 新宿区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１５Ｂ 東　敏博 アズマトシヒロ 杉並区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１６Ａ 亀澤　勝則 カメザワ　カツノリ 港区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１６Ｂ 成田　英司 ナリタエイジ 葛飾区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１７Ａ 関根　俊夫 セキネトシオ 豊島区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１７Ｂ 稲垣　延博 イナガキノブヒロ 小金井アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１８Ａ 高橋　良友 タカハシヨシトモ 豊島区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１８Ｂ 広瀬　昇 ヒロセノボル 江東区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１９Ａ 原田　清高 ハラダキヨタカ 港区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

１９Ｂ 島袋　宏明 シマブクロヒロアキ 江戸川区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

２０Ａ 佐藤　晴男 サトウハルオ 町田市アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

２０Ｂ

２１Ａ ライト　クリス ライト　クリス 新宿区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

２１Ｂ 町田　幸司 マチダコウジ 江戸川区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

２２Ａ 蓮田　秋二 ハスダシュウジ 港区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

２２Ｂ 長谷川　智大 ハセガワトモヒロ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

２３Ａ 佐藤　剛 サトウタケシ 板橋区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

２３Ｂ 下山　博 シモヤマヒロシ 葛飾区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年
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２４Ａ

２４Ｂ

２５Ａ 福島　深海 フクシマミホ 千代田区アーチェリー協会 女 ＲＣ成年

２５Ｂ 難波　奈保子 ナンバナオコ 新宿区アーチェリー協会 女 ＲＣ成年

２６Ａ 則岡　沙樹 ノリオカサキ 法政大学 女 ＲＣ成年

２６Ｂ 織田　真理子 オリタマリコ 専修大学 女 ＲＣ成年

２７Ａ 宮下　晶 ミヤシタアキ 慶応義塾大学 女 ＲＣ成年

２７Ｂ 江面　涼子 エズラリョウコ 法政大学 女 ＲＣ成年

２８Ａ 深沢　菜見 フカザワナミ 群馬県アーチェリー協会 女 ＲＣ成年

２８Ｂ 三輪　祐輔 ミワユウスケ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

２９Ａ 戸塚　穂高 トツカホタカ 東京電機大学 男 ＲＣ成年

２９Ｂ 高橋　正也 タカハシマサヤ 法政大学 男 ＲＣ成年

３０Ａ 坂本　大河 サカモトタイガ 東京理科大学 男 ＲＣ成年

３０Ｂ 窪田　晟也 クボタセイヤ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

３１Ａ 廣野　靖二 ヒロノセイジ 東京電機大学 男 ＲＣ成年

３１Ｂ 福田　宗一郎 フクダソウイチロウ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

３２Ａ 遠藤　良祐 エンドウリョウスケ 専修大学 男 ＲＣ成年

３２Ｂ 後藤　貴文 ゴトウタカフミ 法政大学 男 ＲＣ成年

３３Ａ 関澤　良太 セキザワリョウタ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

３３Ｂ 矢野　雅貴 ヤノマサキ 専修大学 男 ＲＣ成年

３４Ａ 金子　泰志 カネコタイシ 東京理科大学 男 ＲＣ成年

３４Ｂ 中山　蒼 ナカヤマアオイ 法政大学 男 ＲＣ成年

３５Ａ 山縣　純夫 ヤマガタスミオ 小金井アーチェリー協会 男 BBマスターズ

３５Ｂ 藤田　満彦 フジタミツヒコ 東久留米市アーチェリー協会 男 BBマスターズ

３６Ａ 三輪　小夏 ミワコナツ 墨田区アーチェリー協会 女 ＲＣ少年

３６Ｂ 平林　真知 ヒラバヤシマサト ＨＳＣ 男 ＲＣ少年

３７Ａ 高橋　真優 タカハシマユ 江戸川区アーチェリー協会 女 ＲＣ少年

３７Ｂ



２部
的番 氏　名 所属団体 性 種　別

1A 竹井　博幸 タケイヒロユキ 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

1B 矢内　常夫 ヤウチツネオ 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

2A 大野　寿明 オオノトシアキ 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

2B 竹内　良民 タケウチヨシタミ 東京ベイアーチェリークラブ 男 ＣＰマスターズ

3A 関　俊英 セキシュンエイ 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

3B 門田　繁 モンデンシゲル 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰマスターズ

4A 渡邊　ゆかり ワタナベユカリ 板橋区アーチェリー協会 女 ＣＰマスターズ

4B 茂木　理恵 モギリエ 横浜洋弓クラブ 女 ＣＰ成年

5A 中村　光希 ナカムラヒロキ 学習院大学 男 ＣＰ成年

5B 秋山　なるみ アキヤマナルミ 板橋区アーチェリー協会 女 ＣＰ成年

6A 遠藤　優 エンドウユウ 日本体育大学 男 ＣＰ成年

6B 種部　志保 タネベシホ 板橋区アーチェリー協会 女 ＣＰ成年

7A 小林　奏太 コバヤシソウタ 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

7B 安島　裕 アジマユタカ 世田谷区アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

8A 大野　拓哉 オオノタクヤ 板橋区アーチェリー協会 男 ＣＰ成年

8B

9A 増川　和幸 マスカワカズユキ 板橋区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

9B 佐藤　光秀 サトウミツヒデ 大田区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

10A 西内　淳一 ニシウチジュンイチ 港区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

10B 渡辺　雅文 ワタナベ　マサフミ 西東京市アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

11A 羽賀　伸幸 ハガノブユキ 板橋区アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

11B 松井　国悦 マツイクニヨシ 西東京市アーチェリー協会 男 ＲＣマスターズ

12A 志田　順子 シダノリコ 東京ベイアーチェリークラブ 女 ＲＣマスターズ

12B 山縣　さつき ヤマガタサツキ 板橋区アーチェリー協会 女 ＲＣ成年

13A 中村　桃子 ナカムラモモコ 法政大学 女 ＲＣ成年

13B 松村　薫 マツムラカオル 慶応義塾大学 女 ＲＣ成年

14A 前野　愛 マエノアイ 法政大学 女 ＲＣ成年

14B 小松　萌恵 東洋大学 女 ＲＣ成年

15A 水上　雄亮 ミナカミユウスケ 文京区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

15B 岩田　由紀夫 イワタ　ユキオ 西東京市アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

16A 松田　義弘 マツダヨシヒロ 千代田区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

16B 小林　秀樹 コバヤシヒデキ 江戸川区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

17A 牧田　徹哉 マキタ　テツヤ 多摩市アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

17B 戸手　隆盛 トデタカモリ 板橋区アーチェリー協会 男 ＲＣ成年

18A 永澤　勇樹 ナガサワユウキ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

18B 中野　裕登 東洋大学 男 ＲＣ成年

19A 渡邊　由真 ワタナベユウマ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

19B 山田　俊輔 ヤマダシュンスケ 法政大学 男 ＲＣ成年

20A 高橋　宏太 タカハシコウタ 明治学院大学 男 ＲＣ成年

20B 鳥家　祥平 トヤショウヘイ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

21A 大井　一輝 オオイカズキ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

21B 高柳　大地 タカヤナギダイチ 明治学院大学 男 ＲＣ成年

22A 星野　峻範 東洋大学 男 ＲＣ成年

22B 梶川　倫太郎 カジカワリンタロウ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

23A 坂野　俊哉 サカノトシヤ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

23B 青木　良太 アオキリョウタ 明治学院大学 男 ＲＣ成年

24A 遠藤　周 エンドウアマネ 学習院大学 男 ＲＣ成年

24B 笹沼　舜亮 ササヌマシュンスケ 慶応義塾大学 男 ＲＣ成年

25A 林　暁 ハヤシギョウ 明治学院大学 男 ＲＣ成年
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25B

26A 大塚　怜 オオツカレイ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

26B 芹田　有香 セリタユウカ 日本工業大学駒場中学校 女 ＲＣ少年

27A 小林　司 コバヤシ　ツカサ 日本工業大学駒場中学校 男 ＲＣ少年

27B 半田　啓二郎 ハンダケイジロウ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

28A 吉田　悠哉 ヨシダユウヤ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

28B 小倉　碧 オグラアオイ 日本工業大学駒場中学校 男 ＲＣ少年

29A 熊谷　将太郎 クマガイショウタロウ 世田谷区アーチェリー協会 男 ＲＣ少年

29B 狩野　寛知 カリノヒロトモ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

30A 柴村　恒介 シムラコウスケ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

30B 伊原　芙希音 イハラフキネ 日本工業大学駒場中学校 女 ＲＣ少年

31A 矢島　萌音 ヤジマモネ 日本工業大学駒場中学校 女 ＲＣ少年

31B 須藤　裕功 スドウヒロノリ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

32A 永田　響平 ナガタキョウヘイ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

32B 増本　千珠 マスモトチズ 日本工業大学駒場中学校 女 ＲＣ少年

33A 村上　雄哉 ムラカミユウヤ 江戸川区アーチェリー協会 男 ＲＣ少年

33B 森本　息吹 モリモトイブキ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

34A 油井　遼 ユイハルカ 学習院高等科 男 ＲＣ少年

34B 遊佐　飛係 ユサヒカル 学習院高等科 男 ＲＣ少年


