
種目 種目

射座 射座

1-01 1-01
1-02 前田　紘希 熊本県 1-02 森　武尊 愛知県

1-03 叶内　駿 秋田県 1-03 蔭田　貴之 石川県

1-04 冨岡　春樹 青森県 1-04 甲斐　和典 宮崎県

1-05 上原　健司 香川県 1-05 森下　貴登 京都府

1-06 髙津　晃洋 山口県 1-06 藤井　将太 広島県

1-07 松澤　考祐 埼玉県 1-07 蟹江　良平 東京都

1-08 毛内　渉太 北海道 1-08 中川　翔太 栃木県

1-09 井手上　稜 鹿児島県 1-09 窪添　誉典 高知県

1-10 中川　康二 福岡県 1-10 久松　慶太 神奈川県

1-11 中島　愼吾 千葉県 1-11 清水　達哉 岐阜県

1-12 清水　晃久 和歌山県 1-12 髙野　優一 大分県

1-13 村山　義信 新潟県 1-13 石田　亮 島根県

1-14 佐原　一輝 長野県 1-14 黒木　信吾 滋賀県

1-15 戸井田　有史 茨城県 1-15 金城　康一 沖縄県

1-16 平口　勇飛 静岡県 1-16 大平　正義 山形県

1-17 江口　智弥 兵庫県 1-17 上野　卓 岡山県

1-18 1-18
2-01 2-01
2-02 木田　知宏 大阪府 2-02 前田　紘希 熊本県

2-03 横田　英昭 島根県 2-03 叶内　駿 秋田県

2-04 生野　明利 神奈川県 2-04 冨岡　春樹 青森県

2-05 大野　良明 宮城県 2-05 上原　健司 香川県

2-06 澤　幸照 三重県 2-06 髙津　晃洋 山口県

2-07 佐藤　拓弥 岩手県 2-07 松澤　考祐 埼玉県

2-08 土屋　優貴 長野県 2-08 毛内　渉太 北海道

2-09 樋口　千秋 山梨県 2-09 井手上　稜 鹿児島県

2-10 石田　良介 青森県 2-10 中川　康二 福岡県

2-11 石丸　貢司 福井県 2-11 中島　愼吾 千葉県

2-12 近藤　和輝 奈良県 2-12 清水　晃久 和歌山県

2-13 村山　敦史 栃木県 2-13 村山　義信 新潟県

2-14 青柳　賴典 茨城県 2-14 佐原　一輝 長野県

2-15 見角　忠信 富山県 2-15 戸井田　有史 茨城県

2-16 長谷川　孝生 群馬県 2-16 平口　勇飛 静岡県

2-17 毛利　和博 愛媛県 2-17 江口　智弥 兵庫県

2-18 2-18
3-01 3-01
3-02 森　武尊 愛知県 3-02 木田　知宏 大阪府

3-03 蔭田　貴之 石川県 3-03 横田　英昭 島根県

3-04 甲斐　和典 宮崎県 3-04 生野　明利 神奈川県

3-05 森下　貴登 京都府 3-05 大野　良明 宮城県

3-06 藤井　将太 広島県 3-06 澤　幸照 三重県

3-07 蟹江　良平 東京都 3-07 佐藤　拓弥 岩手県

3-08 中川　翔太 栃木県 3-08 土屋　優貴 長野県

3-09 窪添　誉典 高知県 3-09 樋口　千秋 山梨県

3-10 久松　慶太 神奈川県 3-10 石田　良介 青森県

3-11 清水　達哉 岐阜県 3-11 石丸　貢司 福井県

3-12 髙野　優一 大分県 3-12 近藤　和輝 奈良県

3-13 石田　亮 島根県 3-13 村山　敦史 栃木県

3-14 黒木　信吾 滋賀県 3-14 青柳　賴典 茨城県

3-15 金城　康一 沖縄県 3-15 見角　忠信 富山県

3-16 大平　正義 山形県 3-16 長谷川　孝生 群馬県

3-17 上野　卓 岡山県 3-17 毛利　和博 愛媛県

3-18 3-18
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