
射座割り表　【精密射撃】　平成２６年９月５日（金）

射座 氏名 都道府県名 射座 氏名 都道府県

3 澤　幸照 三重県 3 中西　公光 奈良県

4 松本　洋 愛知県 4 森田　靖悟 北海道

5 木田　知宏 大阪府 5 三田　冬太 兵庫県

6 若月　健太 山梨県 6 金城　康一 沖縄県

7 吉岡　大 京都府 7 藤田　政宏 滋賀県

8 市川　広義 東京都 8 山木　健 愛媛県

9 石丸　貢司 福井県 9 森田　一平 長崎県

10 上原　健司 香川県 10 米田　雅志 石川県

11 桐山　幸大 岐阜県 11 槙山　博登 静岡県

12 多田谷　良生 秋田県 12 伊藤　慎一郎 大分県

13 梅本　雄二 千葉県 13 森　栄太 埼玉県

14 伊賀野　章 和歌山県 14 柳川　明博 熊本県

射座 氏名 都道府県名 射座 氏名 都道府県名

3 荻野　聡 青森県 3 山田　俊宏 茨城県

4 切通　武志 鹿児島県 4 玉榮　繁 沖縄県

5 大野　良明 宮城県 5 高津　晃洋 山口県

6 毛利　和博 愛媛県 6 遠藤　太香雄 京都府

7 勝見　俊介 新潟県 7 樋口　千秋 山梨県

8 上野　卓 岡山県 8 野中　靖浩 大阪府

9 見角　忠信 富山県 9 野本　豊裕 神奈川県

10 横田　英昭 島根県 10 窪添　誉典 高知県

11 中川　康二 福岡県 11 中田　大輔 長野県

12 髙垣　冬馬 鳥取県 12 本村　将紀 埼玉県

13 川又　和希 岩手県 13 藤井　賢一 島根県

14 甲斐　和典 宮崎県 14 坂尻　将吾 東京都

第　　１　射　群　（9:00～10:30） 第　２　射　群　（10:40～12:10）

第　３　射　群　（13:00～14:30） 第　４　射　群　（14:40～16:10）



射座割り表　【速射】 平成２６年９月６日（土）

射座 氏名 都道府県名 射座 氏名 都道府県

3 荻野　聡 青森県 3 山田　俊宏 茨城県

4 切通　武志 鹿児島県 4 玉榮　繁 沖縄県

5 大野　良明 宮城県 5 高津　晃洋 山口県

6 毛利　和博 愛媛県 6 遠藤　太香雄 京都府

7 勝見　俊介 新潟県 7 樋口　千秋 山梨県

8 上野　卓 岡山県 8 野中　靖浩 大阪府

9 見角　忠信 富山県 9 野本　豊裕 神奈川県

10 横田　英昭 島根県 10 窪添　誉典 高知県

11 中川　康二 福岡県 11 中田　大輔 長野県

12 髙垣　冬馬 鳥取県 12 本村　将紀 埼玉県

13 川又　和希 岩手県 13 藤井　賢一 島根県

14 甲斐　和典 宮崎県 14 坂尻　将吾 東京都

射座 氏名 都道府県名 射座 氏名 都道府県名

3 澤　幸照 三重県 3 中西　公光 奈良県

4 松本　洋 愛知県 4 森田　靖悟 北海道

5 木田　知宏 大阪府 5 三田　冬太 兵庫県

6 若月　健太 山梨県 6 金城　康一 沖縄県

7 吉岡　大 京都府 7 藤田　政宏 滋賀県

8 市川　広義 東京都 8 山木　健 愛媛県

9 石丸　貢司 福井県 9 森田　一平 長崎県

10 上原　健司 香川県 10 米田　雅志 石川県

11 桐山　幸大 岐阜県 11 槙山　博登 静岡県

12 多田谷　良生 秋田県 12 伊藤　慎一郎 大分県

13 梅本　雄二 千葉県 13 森　栄太 埼玉県

14 伊賀野　章 和歌山県 14 柳川　明博 熊本県

第　　１　射　群　（9:00～10:00） 第　２　射　群　（10:10～11:10）

第　３　射　群　（11:20～12:20） 第　４　射　群　（13:00～14:00）


