
50m射場 10m射場 BR・BP射場

50m3X40M‐1射群(09:00～11:45) 10mAP60M(09:00～10:15) BP60JM－1射群(09:00～10:00)
射座 選手名 所属 射座 選手名 所属 射座 選手名 所属

1-03 1-01 1-01
1-04 篠原　章宏 福井 1-02 森田　公司 宮城 1-02 中島　淳之介 宮城

1-05 坂本　龍彦 奈良 1-03 遠藤　太香雄 京都 1-03 広瀬　元也 広島

1-06 大山　和馬 群馬 1-04 園田　吉伸 埼玉 1-04 作田　倫一 奈良

1-07 長部谷　響 埼玉 1-05 松田　知幸 神奈川 1-05 中村　龍星 秋田

1-08 近藤　桂司 大分 1-06 佐野　嘉信 東京 1-06 軽部　匡 茨城

1-09 橋爪　一馬 岐阜 1-07 塚田　竜規 千葉 1-07 山口　航輝 福井

1-10 持永　洋壮 宮崎 1-08 林　克也 広島 1-08 中村　仁太 滋賀

1-11 松本　崇志 埼玉 1-09 和田　直樹 京都 1-09
1-12 礒部　直樹 大分 1-10 楠本　喬平 埼玉 1-10
1-13 三島　裕介 東京 1-11 北　俊裕 和歌山 1-11
1-14 惣谷　昌夫 愛媛 1-12 出西　秀朗 福岡

1-15 谷島　緑 埼玉 1-13 浜　良 石川 BP40JW－1射群(10:40～11:25)

1-16 土屋　陽平 岐阜 1-14 武内　響 埼玉 射座 選手名 所属

1-17 福井　將人 大分 1-15 堀水　宏次郎 香川 1-01
1-18 岡田　直也 岡山 1-16 野本　豊裕 神奈川 1-02
1-19 岩崎　貴文 滋賀 1-17 堀　貴雅 佐賀 1-03 水川　和香苗 岩手

1-20 富澤　功嗣 埼玉 1-18 海老名　春興 京都 1-04 土居　栞 奈良

1-21 荒居　祥一郎 福井 1-19 高橋　拓也 岩手 1-05 佐藤　　琳 東京

1-22 吉川　和宏 鹿児島 1-20 藤井　清 埼玉 1-06 南　美希 島根

1-23 嘉山　豪 神奈川 1-21 葛原　誠二 三重 1-07 西田　葵 秋田

1-24 勝岡　弘幸 静岡 1-22 西井　公人 愛知 1-08
1-25 多田　良也 岐阜 1-23 大迫　憲一郎 長崎 1-09
1-26 1-24 高島　正樹 福井 1-10

1-25 田中　康平 奈良 1-11
1-26

BP40JW－2射群(12:05～12:50)
10mAP40W(10:55～11:45) 射座 選手名 所属
射座 選手名 所属 2-01
1-01 2-02
1-02 酒寄　貴瀬 福島 2-03 大蘆　由奈 茨城

1-03 島田　友美子 東京 2-04 檜谷　唯菜 広島

1-04 篠浦　玲子 愛媛 2-05 百岡　鈴音 岩手

1-05 窪田　ますみ 石川 2-06 近藤　瑞葵 滋賀

1-06 茨木　里彩 香川 2-07
1-07 山田　聡子 埼玉 2-08
1-08 小栗　妙子 岐阜 2-09
1-09 佐々木　千鶴 岩手 2-10
1-10 中山　亜弥 千葉 2-11
1-11 中野　愛望 茨城

1-12 北嶋　那実子 東京

1-13 松岡　亜紀 奈良

1-14 鶴田　絢子 鹿児島

1-15 奥田　恵理 大阪

1-16 石脇　恵美 広島

1-17 松尾　恵実 兵庫

1-18 相澤　ひかる 東京

1-19 伊藤　逸子 岡山

1-20 福井　博江 三重

1-21 吉澤　壽代 埼玉

1-22 諏訪　咲 千葉

1-23 和田　未波 福井

1-24 高尾　智美 佐賀

1-25 財津　美加 大分

1-26

10月20日（金）
平成29年度 全日本社会人ライフル射撃選手権大会
兼 福井しあわせ元気国体ライフル射撃競技プレ大会

射座割表

福井県立ライフル射撃場 福井県立ライフル射撃場 福井県立足羽高等学校第一体育館



50m射場 10m射場 BR・BP射場

50m3X20W(09:00～10:45) 10mS60M－2射群(10:55～12:10) BRS60JM－1射群(09:00～10:15)
射座 選手名 所属 射座 選手名 所属 射座 選手名 所属

1-03 2-01 1-01
1-04 綾戸　真美 滋賀 2-02 1-02 長谷川　諒 福井

1-05 片嶋　麻里 宮崎 2-03 1-03 髙畑　智也 滋賀

1-06 冬木　翔子 福井 2-04 1-04 石浦　悠多 石川

1-07 松本　靖世 宮崎 2-05 1-05 高橋　英晴 宮城

1-08 小泉　茉優 埼玉 2-06 1-06 進藤　健 岐阜

1-09 津久浦　弘子 東京 2-07 毛塚　明善 東京 1-07 生嶋　貫司 大分

1-10 久保　結子 富山 2-08 杉村　和翔 福井 1-08 清水　彰人 東京

1-11 和田　渚 福井 2-09 山下　理貴 石川 1-09 ギャンビル　ウィリアム　海音 神奈川

1-12 岩田　聖子 宮城 2-10 坂本　龍彦 奈良 1-10 増田　温斗 静岡

1-13 柳　　あさこ 東京 2-11 持永　洋壮 宮崎 1-11 佐久間　将樹 茨城

1-14 新里　葉津紀 鹿児島 2-12 吉川　和宏 鹿児島 1-12
1-15 川原　楓 埼玉 2-13 松本　崇志 埼玉 1-13
1-16 塚本　麻由美 大阪 2-14 橋爪　一馬 岐阜

1-17 吉野　祐子 静岡 2-15 三浦　哲 大分 BRS60JM－2射群(10:55～11:40)

1-18 田中　智美 長崎 2-16 嘉山　豪 神奈川 射座 選手名 所属

1-19 松島　　愛 東京 2-17 勝岡　弘幸 静岡 2-01
1-20 石川　令奈 兵庫 2-18 望月　貴裕 三重 2-02 山下　大貴 広島

1-21 古野本　真希 埼玉 2-19 嶋田　拓弥 長野 2-03 大良　竜優 福井

1-22 前橋　典子 長野 2-20 足立　祐基 兵庫 2-04 田中　直生 大分

1-23 山田　優子 茨城 2-21 2-05 大塩　勇斗 東京

1-24 安西　美帆 滋賀 2-22 2-06 松島　朔矢 岐阜

1-25 坂本　由美子 岩手 2-23 2-07 楠本　和紀 和歌山

1-26 2-24 2-08 河野　大輔 徳島

2-25 2-09 永野　祥誠 岐阜

10m射場 2-26 2-10 千葉　愛也 岩手

2-11
10mS60M－1射群(09:10～10:15) 10mS40JW(12:50～13:40) 2-12
射座 選手名 所属 射座 選手名 所属 2-13
1-01 1-01
1-02 1-02 野畑　伽奈 大分

1-03 1-03 平田　しおり 石川

1-04 1-04 河本　理桜 岐阜

1-05 1-05 町田　莉子 和歌山

1-06 1-06 井浦　一希 東京

1-07 古谷野　愛 福島 1-07 鍋嶋　遥香 富山

1-08 船　雅斗 石川 1-08 竹村　友里 徳島

1-09 長部谷　響 埼玉 1-09 門脇　真央 東京

1-10 寒川　晶仁 兵庫 1-10 苗村　佳奈 滋賀

1-11 篠原　章宏 福井 1-11 吉田　寧然 群馬

1-12 岩崎　貴文 滋賀 1-12 豊木　詩織 岐阜

1-13 竹田　朋広 京都 1-13 瀬畑　里花 茨城

1-14 大山　和馬 群馬 1-14 小黒　莉奈 三重

1-15 岡田　直也 岡山 1-15 市村　友香里 石川

1-16 島田　遼 埼玉 1-16 遊部　眞子 富山

1-17 土屋　陽平 岐阜 1-17 谷口　萌果 和歌山

1-18 川原　智志 静岡 1-18 高木　葵 岐阜

1-19 安野　智也 三重 1-19 堀之内　愛 徳島

1-20 井上　和宏 長野 1-20 中山　結愛 茨城

1-21 1-21 安孫子　花 新潟

1-22 1-22 永野　鈴夏 岐阜

1-23 1-23 林　夕貴 福井

1-24 1-24 宮下　結衣 滋賀

1-25 1-25 橘　雪菜 兵庫

1-26 1-26

福井県立ライフル射撃場

平成29年度 全日本社会人ライフル射撃選手権大会
射座割表

兼 福井しあわせ元気国体ライフル射撃競技プレ大会 10月21日（土）

福井県立ライフル射撃場 福井県立ライフル射撃場 福井県立足羽高等学校第一体育館



50m射場 50m射場 10m射場

50mP60M－1射群(09:00～09:50) 50mP60W(12:00～12:50) 10mS40W(09:00～09:50)
射座 選手名 所属 射座 選手名 所属 射座 選手名 所属

1-03 1-03 1-01
1-04 西村　直也 奈良 1-04 1-02 鈴木 未来 山形

1-05 福井　將人 大分 1-05 1-03 辻　友香里 滋賀

1-06 萩原　一孝 静岡 1-06 1-04 酒寄　貴瀬 福島

1-07 毛塚　明善 東京 1-07 1-05 冬木　翔子 福井

1-08 榊原　仁三 愛知 1-08 1-06 小泉　茉優 埼玉

1-09 篠原　章宏 福井 1-09 新里　葉津紀 鹿児島 1-07 阪口　真唯 奈良

1-10 菱木　正直 千葉 1-10 津久浦　弘子 東京 1-08 岩田　聖子 宮城

1-11 髙桑　昭紀 石川 1-11 石川　令奈 兵庫 1-09 松巾　亜由 岐阜

1-12 松本　崇志 埼玉 1-12 松本　靖世 宮崎 1-10 柳　　あさこ 東京

1-13 西森　　啓 東京 1-13 仲　友美 和歌山 1-11 前橋　典子 長野

1-14 松林　利光 島根 1-14 松島　　愛 東京 1-12 湯浅　菜月 徳島

1-15 片山　敏郎 京都 1-15 田中　智美 長崎 1-13 川原　楓 埼玉

1-16 藤野原　眞治 三重 1-16 長谷川　由佳 神奈川 1-14 川瀬　美帆 香川

1-17 神田　元昭 愛知 1-17 吉野　祐子 静岡 1-15 片嶋　麻里 宮崎

1-18 惣谷　昌夫 愛媛 1-18 和田　渚 福井 1-16 古野本　真希 埼玉

1-19 山崎　英男 東京 1-19 1-17 安西　美帆 滋賀

1-20 持永　洋壮 宮崎 1-20 1-18 手塚　洋子 岐阜

1-21 大熊　佳治 岡山 1-21 1-19 馬渡　由香里 広島

1-22 谷島　緑 埼玉 1-22 1-20 塚本　麻由美 大阪

1-23 三島　裕介 東京 1-23 1-21 久保　結子 富山

1-24 武部　英一 栃木 1-24 1-22 小森　友香 長崎

1-25 猪坂　朋彦 福井 1-25 1-23 田村　理沙 兵庫

1-26 1-26 1-24 坂本　由美子 岩手

1-25 綾戸　真美 滋賀

10m射場 1-26
BR・BP射場

50mP60M－2射群(10:30～11:20) 10mS60JM(10:30～11:45)
射座 選手名 所属 射座 選手名 所属 BRS40JW－1射群(09:30～10:00)

2-03 1-01 射座 選手名 所属

2-04 大山　和馬 群馬 1-02 1-01
2-05 勝岡　弘幸 静岡 1-03 1-02 南　侑花 福井

2-06 嘉山　豪 神奈川 1-04 1-03 豊木　詩織 岐阜

2-07 富澤　功嗣 埼玉 1-05 大和　春輝 宮城 1-04 西山　彩佳 大分

2-08 信田　健介 神奈川 1-06 進藤　健 岐阜 1-05 町田　莉子 和歌山

2-09 山本　　亙 東京 1-07 田中　直生 大分 1-06 松永　千空 富山

2-10 加藤　浩司 島根 1-08 清水　彰人 東京 1-07 竹村　友里 徳島

2-11 小林　克己 愛知 1-09 髙島　慧智 富山 1-08 苗村　佳奈 滋賀

2-12 岡　篤彦 滋賀 1-10 石浦　悠多 石川 1-09 高木　葵 岐阜

2-13 影山　喜文 東京 1-11 髙畑　智也 滋賀 1-10 市村　友香里 石川

2-14 礒部　直樹 大分 1-12 河本　弦希 岐阜 1-11 井浦　一希 東京

2-15 長部谷　響 埼玉 1-13 生嶋　貫司 大分 1-12 永野　鈴夏 岐阜

2-16 石塚　靖 新潟 1-14 楠本　和紀 和歌山 1-13
2-17 坂本　直哉 兵庫 1-15 大塩　勇斗 東京 BRS40JW－2射群(10:50～11:20)

2-18 榊原　嘉仁 京都 1-16 河野　大輔 徳島 射座 選手名 所属

2-19 吉川　和宏 鹿児島 1-17 松本　大典 神奈川 2-01
2-20 髙橋　義宏 神奈川 1-18 山崎　大志 新潟 2-02 加納　千歩里 宮城

2-21 松木　　明 東京 1-19 大良　竜優 福井 2-03 木野　日央里 岐阜

2-22 林　恵 長野 1-20 齊藤　祐吏 富山 2-04 野畑　伽奈 大分

2-23 都田　真二 千葉 1-21 飯田　由多加 茨城 2-05 谷口　萌果 和歌山

2-24 織田　祐宏 福井 1-22 2-06 西原　瑞葵 島根

2-25 石井　文人 愛知 1-23 2-07 須田　百香 秋田

2-26 1-24 2-08 佐々木　梨乃 富山

1-25 2-09 宮野　莉央奈 岩手

1-26 2-10 堀之内　愛 徳島

2-11 田邉　伶奈 岐阜

2-12 橘　雪菜 兵庫

2-13

福井県立足羽高等学校第一体育館

福井県立ライフル射撃場

福井県立ライフル射撃場

10月22日（日）
平成29年度 全日本社会人ライフル射撃選手権大会

射座割表

福井県立ライフル射撃場

兼 福井しあわせ元気国体ライフル射撃競技プレ大会

福井県立ライフル射撃場


