
平成24年度 第32回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会射座割一覧表（ＡＲ）

３月２６日（火）０８：３０～１０：１５ ３月２６日（火）１０：４５～１２：００

1-02 男 谷岡　拓 埼玉 栄北 2-02 女 堺　愛理菜 徳島 勝浦
1-03 男 冨永　圭佑 宮城 東北 2-03 女 莚井　菫 山口 野田学園
1-04 男 井黒　友斗 石川 金沢辰巳丘 2-04 女 大塚　彩水 山形 山形南陽
1-05 男 喜多　修也 徳島 徳島城西 2-05 女 石橋　未稀 富山 南砺福光
1-06 男 添田　倖令 千葉 茂原樟陽 2-06 女 末本　佳那 福岡 太宰府
1-07 男 長谷川　智彦 富山 南砺福光 2-07 女 早川　実沙 宮城 東北
1-08 男 池野  仁 長崎 長崎東 2-08 女 竹嶋  悠菜 長崎 長崎東
1-09 男 長谷部　貴大 岐阜 関有知 2-09 女 多田　愛美 徳島 徳島城西
1-10 男 大井　博晃 山口 宇部 2-10 女 鵜飼　風音 滋賀 水口
1-11 男 藤浦　嵩 滋賀 水口 2-11 女 林田　真美 神奈川 高木学園
1-12 男 溝畑　勇斗 岐阜 関有知 2-12 女 高野　こえだ 大分 由布
1-13 男 須貝　鯨大 山形 山形南陽 2-13 女 奈良　友貴 山梨 笛吹
1-14 男 宮原　一也 長崎 長崎北 2-14 女 渡邊　里奈 埼玉 栄北
1-15 男 野村　亮典 愛媛 伊予農 2-15 女 田畑　日和 徳島 徳島城西
1-16 男 堀之内　祐貴 徳島 勝浦 2-16 女 岡本　莉果 山口 慶進
1-17 男 小野　靖弘 福岡 太宰府 2-17 女 奥村　美夏 熊本 文徳
1-18 男 内山　光海 山口 野田学園 2-18 女 宝泉　千咲稀 福井 足羽
1-19 男 山口  友彰 長崎 長崎東 2-19 女 川井　菜穂子 千葉 佐倉西
1-20 男 塩川　龍矢 東京 明大中野 2-20 女 北川　瞳 滋賀 水口
1-21 男 浅見　拓哉 埼玉 栄北
1-22 男 桝谷　俊樹 滋賀 水口

平成24年度 第32回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会射座割一覧表（ＢＲ）

３月２６日（火）０８：３０～０９：３０ ３月２６日（火）１１：１０～１１：５５

1-02 男 日浦　典之 徳島 勝浦 3-02 女 北島　実季 徳島 徳島城西
1-03 男 中田　健也 滋賀 水口 3-03 女 小島　奈緒 山梨 笛吹
1-04 男 太田　一 宮城 東北 3-04 女 小林　真奈 岡山 倉敷翠松
1-05 男 八川　綾佑 大分 由布 3-05 女 堀部　咲穂 岐阜 済美
1-06 男 高津　亮太 福井 足羽 3-06 女 飯島　優花 東京 日大櫻丘
1-07 男 村上　諒 埼玉 栄北 3-07 女 宮本　紗季 徳島 徳島城西
1-08 男 竹澤　隼 茨城 竜ヶ崎第一 3-08 女 増子　理子 宮城 秀光
1-09 男 山﨑  祥太 長崎 長崎東 3-09 女 有吉　悠希 滋賀 水口
1-10 男 髙橋　徳幸 大分 由布 3-10 女 千葉　朔海 埼玉 栄北
1-11 男 乾　一平 岐阜 郡上北 3-11 女 瀨戸山　涼 長崎 長崎北
1-12 男 佐々木　郁哉 徳島 徳島城西 3-12 女 阿部　美咲 埼玉 国際学院
３月２６日（火）０９：５０～１０：５０ ３月２６日（火）１２：１５～１３：００
2-02 男 堀谷　将太 福井 足羽 4-02 女 寺田　沙絵 岐阜 郡上北
2-03 男 上村　亮太 宮城 東北 4-03 女 江渡　帆乃香 大分 由布
2-04 男 栗原　陵 広島 加計 4-04 女 舛井　華菜 京都 園部
2-05 男 森　悠介 滋賀 水口 4-05 女 干場　由華 富山 南砺福光
2-06 男 三枝　巧 山梨 笛吹 4-06 女 原農　美月 宮城 仙台育英
2-07 男 柳川　由太郎 東京 明大中野 4-07 女 山岡　栞 長崎 長崎南
2-08 男 山内　直弥 岐阜 郡上北 4-08 女 大川　詩央吏 徳島 徳島城西
2-09 男 高橋　翔馬 島根 立正大淞南 4-09 女 竹本　楓 大分 東九州龍谷
2-10 男 勢井　健太郎 徳島 小松島 4-10 女 川村　早紀 福井 科学技術
2-11 男 二宮　孝太 大分 由布 4-11 女 百々　真琴 広島 加計
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1-01 男 二瀨　俊太郎 広島 広島城北 3-01 女 中村　祥子 山口 山口中央
1-02 男 大内　裕貴 茨城 取手第一 3-02 女 杠　明香里 長崎 長崎北
1-03 男 八杉　豊 岡山 倉敷翠松 3-03 女 平  亜結美 福岡 太宰府
1-04 男 深澤　幸大 山梨 笛吹 3-04 女 竹坊　沙也香 愛知 安城
1-05 男 内田　裕季 滋賀 水口 3-05 女 尾上　亜優 愛媛 伊予農
1-06 男 吉田　涼真 熊本 文徳 3-06 女 小野　愛美 大分 東九州龍谷
1-07 男 永井　蓮 岐阜 郡上北 3-07 女 伊藤　胡桃 秋田 秋田美短附
1-08 男 白鳥　航介 静岡 藤枝明誠 3-08 女 日永　桃佳 滋賀 水口
1-09 男 小川　泰請 大分 由布 3-09 女 三浦　眞紀 福井 足羽
３月２６日（火）０９：４０～１０：３０ ３月２６日（火）１２：００～１２：５０
2-01 男 井上　雄斗 兵庫 明石西 4-01 女 野上　葉月 兵庫 明石西
2-02 男 三井　翔太 愛媛 伊予農 4-02 女 根津　恵 山梨 笛吹
2-03 男 中川　将彰 富山 南砺福光 4-03 女 須貝　桃子 山形 山形城北
2-04 男 辻際　弘幸 福井 科学技術 4-04 女 小嵐　菜摘 富山 南砺福光
2-05 男 中瀬　敦尋 山形 山形南陽 4-05 女 中村　恵嘉 山口 野田学園
2-06 男 上鶴　孝介 大分 東九州龍谷 4-06 女 神谷　莉沙 愛知 安城
2-07 男 阿久津　蓮 宮城 東北生文大 4-07 女 篠浦　玲子 愛媛 伊予農
2-08 男 石橋　勇輝 愛媛 済美 4-08 女 猪井　杏菜 茨城 取手第一


