
６月２５日(土）　５０ｍ３×４０Ｍ　第１射群 ９：００～１１：４５

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

１－　１ 小野 靖弘 明治大学

１－　２ 谷岡　拓 埼玉

１－　３ 二木　俊輔 石川

１－　４ 谷川　諒 早稲田

１－　５ 関川　智哉 神奈川

１－　６ 田中　智晴 東京

１－　７ 大山　和馬 群馬

１－　８ 矢部　博司 千葉

１－　９ 南出　裕志 神奈川

１－１０ 正満　孝太 山梨

１－１１ 赤嶺 舜 明治大学

１－１２ 中村　優汰 群馬

１－１３ 吉田　亨 神奈川

１－１４ 柳川　由太郎 東京

１－１５ 鈴木　和彦 愛知

１－１６ 藤平　卓也 栃木

１－１７ 佐藤　眞 埼玉

１－１８ 宮上　尭士 神奈川

１－１９ 深澤　佑樹 東京

１－２０ 佐藤　意織 千葉

１－２１ 今泉　太 群馬

１－２２ 阿久津　昌弘 栃木

１－２３ 松尾　悠佑 東京

１－２４ 戸軽　英斗 愛知

１－２５ 鈴木　純一 山梨

１－２６ 早川 実沙 宮城

射座 選手名 所属 団体
Ｋ

小計
Ｐ

小計
Ｓ

小計 総計 順位



６月２５日(土）　５０ｍ３×４０Ｍ　第２射群 １２：２５～１５：１０

　　　　　　　　　　５０ｍ３×２０Ｗ　第２射群 １２：３０～１４：１５

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

２－　１ 中村　翔 愛知

２－　２ 玉木　弘也 明治大学

２－　３ 倉田　憲児 千葉

２－　４ 谷島　緑 埼玉 〇

２－　５ 長田　好生 山梨 〇

２－　６ 小林　郁弥 栃木 〇

２－　７ 三島　祐介 東京 〇

２－　８ 澤戸　覚 静岡 〇

２－　９ 嘉山　豪 神奈川 〇

２－１０ 目良　明裕 千葉 〇

２－１１ 石田　裕一 石川 〇

２－１２ 橋爪　一馬 岐阜 〇

２－１３ 山田　幸太郎 愛知 〇

２－１４ 田中　敏夫 三重県 〇

２－１５ 信田　健介 神奈川

２－１６ 金子　将之 早稲田

２－１７ 津場　恭平 東京

２－１８ 多田　良也 岐阜

２－１９ 前田　絵美 千葉

２－２０ 津久浦　弘子 東京

２－２１ 神保　茜 山形

２－２２ 松巾　亜由 岐阜

２－２３ 冬木　翔子 福井

２－２４ 菊地　映美 福島

２－２５ 小澤　綾香 山梨

２－２６   

小計
Ｐ

小計
Ｓ

小計 総計 順位射座 選手名 所属 団体
Ｋ



６月２5日(土）　５０ｍ３×２０Ｗ　第３射群 １５：５５～１７：３５

1 2 1 2 1 2
３－　１ 蒔苗　伶菜 福島
３－　２ 一ノ渡　桜 神奈川
３－　３ 大島　美和子 山梨
３－　４ 永澤　瞳 埼玉
３－　５ 小泉　茉優 埼玉 〇
３－　６ 近藤　未采 愛知 〇
３－　７ 菊地　奈緒美 栃木 〇
３－　８ 時田　亜也加 岐阜 〇
３－　９ 安田　　薫 東京 〇
３－１０ 山田　　優子 茨城 〇
３－１１ 清水　春香 石川 〇
３－１２ 坂本　由美子 岩手 〇
３－１３ 牟田　沙那 神奈川 〇
３－１４ 吉野　祐子 静岡 〇
３－１５ 柳　あさこ 北海道 〇
３－１６ 樋口咲希 山形 〇
３－１７ 砥石　真衣 長野 〇
３－１８ 和田　渚 福井 〇
３－１９ 小沢　楓 山梨 〇
３－２０ 岩田 聖子 宮城 〇
３－２１ 長島　遥 早稲田 〇
３－２２ 松島　愛 東京
３－２３ 永田　聖菜美 岐阜
３－２４ 生駒　　早織 東京
３－２５ 中里　志穏 早稲田
３－２６

射座 選手名 所属 団体
Ｋ

小計
Ｐ

小計
Ｓ

小計 総計 順位



６月２５日(土）　１０ｍＡＰ４０Ｗ/ＪＷ　第３射群 １２：５０～１３：４０
  　　  １０ｍAP６０Ｍ/ＪＭ １２：５０～１４：０５

１－　１
１－　２ 種石　啓希 静岡
１－　３ 齊藤　一斗 神奈川
１－　４ 蘆澤　佳樹 山梨
１－　５ マティウス 剣 神奈川
１－　６ 西村　大輔 埼玉
１－　７ 関根　留菜 埼玉
１－　８ 阿部 あや子 山形
１－　９ 島田　友美子 東京
１－１０ 小倉　美穂 埼玉
１－１１ 竹坊　沙也加 愛知 ○
１－１２ 松久　史帆里 岐阜 ○
１－１３ 中山　亜弥 千葉 ○
１－１４ 小塚　朋子 神奈川 ○  
１－１５ 吉澤　壽代 埼玉 ○
１－１６ 佐々木 千鶴 岩手 ○
１－１７ 佐成　優偉麗 石川 ○
１－１８ 北嶋　那実子 東京 ○
１－１９ 杉森　菜月 福井 ○
１－２０ 長田　梢 山梨 ○
１－２１ 山田　聡子 埼玉
１－２２ 　
１－２３ 和田　未波 福井
１－２４ 齋藤　桃慧 埼玉
１－２５ 小森　香実 愛知
１－２６

3 4 計 順位射座 選手名 所属 団体 1 2



６月２５日(土）　１０ｍＡＰ６０Ｍ／ＪＭ　第１射群 ９：００～１０：１５

２－　１
２－　２ 越沼　慶成 静岡
２－　３ 名畑　稔 岐阜
２－　４ 橋本　敏彦 茨城
２－　５ 國分　翔麻 福島
２－　６ 蔭田　貴之 石川 1射郡希望
２－　７ 和山　健二 岩手
２－　８
２－　９ 小林　　直樹 静岡
２－１０ 海老根　慶周 千葉
２－１１ 江口　昌幸 埼玉
２－１２ 大鋸　辰由 岐阜
２－１３ 野本　豊裕 神奈川
２－１４ 楢山　将司 岩手
２－１５ 水野　修 静岡
２－１６ 高橋　誠 石川 1射郡希望
２－１７ 葛原　誠二 三重
２－１８ 池上　啓 東京
２－１９ 竹中　寿成 岐阜
２－２０ 佐治　法明 埼玉
２－２１ 田渕　丈雅 東京
２－２２ 大久保　　茂 栃木
２－２３ 小森　毅 愛知
２－２４ 嶽　大輔 石川 1射郡希望
２－２５ 森田　公司 宮城
２－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２５日(土）　１０ｍＡＰ６０Ｍ／ＪＭ　第２射群 １０：５５～１２：１０

３－　１
３－　２ 藤野原　眞治 三重
３－　３ 道家　祐一 岐阜
３－　４ 藤井　孝光 埼玉
３－　５ 大橋  圭 岐阜 〇
３－　６ 天野　正敏 愛知 〇
３－　７ 野路　恭平 福井 〇
３－　８ 小口　郁弥 栃木 〇
３－　９ 猶村　洋 東京 〇
３－１０ 大内　裕貴 茨城 〇
３－１１ 友貞　慎吾 石川 〇
３－１２ 白鳥　航介 静岡 〇
３－１３ 齋藤　一太 神奈川 〇
３－１４ 髙橋　拓也 岩手 〇
３－１５ 金木　康知 千葉 〇
３－１６ 込山　謙二 山梨 〇
３－１７ 高橋　駿平 秋田 〇
３－１８ 米川　昌洋 三重 〇
３－１９ 捧　　勝美 福島 〇
３－２０ 三浦　健一 埼玉 〇
３－２１ 川又　和希 岩手
３－２２ 佐野　嘉信 東京
３－２３ 楠本　喬平 埼玉
３－２４ 石森　幸平 岐阜
３－２５ 南部　正臣 三重
３－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２５日(土）　１０ｍＳ６０ＪＭ　第４射群 １５：００～１６：１５

４－　１
４－　２  
４－　３ 櫻井　拓人 埼玉  
４－　４ 磯田　和貴 埼玉  
４－　５ 有馬　朋輝 千葉  
４－　６ 長田　学 埼玉  
４－　７ 川島　航平 静岡 ○
４－　８ 沼﨑 拳 宮城 ○
４－　９ 島田　敦 埼玉 ○
４－１０ 山崎　大志 新潟 ○
４－１１ 新山智也 山形 ○
４－１２ 古岩　樹 千葉  
４－１３ マティウス 剣 神奈川 ○
４－１４ 小田中　温 岩手 ○
４－１５ 小根澤　翔 群馬  
４－１６ 足立　柊弥 岐阜 ○
４－１７ 上竹 強仁 栃木 ○
４－１８ 原田　季一 山梨 ○
４－１９ 安江　啓司 三重 ○
４－２０ 小杉　理久 埼玉
４－２１ 瀬谷 優斗 栃木
４－２２ 鈴木　裕也 埼玉
４－２３
４－２４
４－２５
４－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２５日(土）　１０ｍＳ６０ＪＭ　第５射群 １６：５５～１８：１０

５－　１
５－　２
５－　３ 青鹿　龍平 埼玉
５－　４ 齋藤　智正 栃木
５－　５ 辻口　良太 埼玉
５－　６ 大塩　勇斗 ＪＯＣ
５－　７ 大場　仁千弥 埼玉
５－　８ 関　優輝 群馬
５－　９ 岩本　宙 埼玉
５－１０ 宮内　翔輝 千葉
５－１１ 稲葉　慎司 埼玉
５－１２ 米倉　健太郎 栃木
５－１３ 諸田　純也 埼玉
５－１４ 作田　崚太 千葉
５－１５ 畠山　丈司 埼玉
５－１６ 早川 拓実 宮城
５－１７ 遠藤琢磨 山形
５－１８ 三浦　由輝 埼玉
５－１９ 和泉　響 静岡
５－２０ 大友　勇人 埼玉
５－２１
５－２２
５－２３
５－２４
５－２５
５－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２６日(日）　５０ｍＰ６０Ｍ　１射群 ９：００～９：５０

１－　１
１－　２ 田中　信彦 東京
１－　３ 目良　明裕 千葉
１－　４ 丸山　清 静岡
１－　５ 南出　裕志 神奈川
１－　６ 山崎　英男 東京
１－　７ 谷岡　拓 埼玉
１－　８ 織田　祐宏 福井
１－　９ 矢  橋　    晃 栃木
１－１０ 土屋　陽平 岐阜
１－１１ 今仲　章 東京
１－１２ 金子　将之 早稲田
１－１３ 嘉山　豪 神奈川
１－１４ 増田　啓司 千葉
１－１５ 鈴木　正巳 静岡
１－１６ 中村　優汰 群馬
１－１７ 田村　亮 石川
１－１８ 林　　　龍一 東京
１－１９ 西　政幸 福井
１－２０ 谷島　緑 埼玉
１－２１ 山本　亙 東京
１－２２ 吉田　亨 神奈川
１－２３ 菱木　正直 千葉
１－２４ 大山　和馬 群馬
１－２５ 谷川　諒 早稲田
１－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２６日(日）　５０ｍＰ６０Ｍ　２射群 １０：３０～１１：２０

２－　１
２－　２ 関川　智哉 神奈川
２－　３ 甲斐　伸一 愛知
２－　４ 鹿江　和彦 福井
２－　５ 西森　啓 東京
２－　６ 石塚　靖 新潟 〇
２－　７ 正満　孝太 山梨 〇
２－　８ 石井　文人 愛知 〇
２－　９ 大久保　　茂 栃木 〇
２－１０ 松井　可六 岐阜 〇
２－１１ 川村　昌弘 茨城 〇
２－１２ 朝比奈　昌利 静岡 〇
２－１３ 信田　健介 神奈川 〇
２－１４ 金坂　広幸 千葉 〇
２－１５ 二木　俊輔 石川 〇
２－１６ 津場　　恭平 東京 〇
２－１７ 林　恵 長野 〇
２－１８ 猪坂　朋彦 福井 〇
２－１９ 藤野原　眞治 三重 〇
２－２０ 山口　茂貴 山形 〇
２－２１ 富澤　功嗣 埼玉 〇
２－２２ 武　部　英　一 栃木
２－２３ 平井　和哉 東京
２－２４ 古沢　重夫 神奈川
２－２５ 深澤　佑樹 東京
２－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２６日(日）　５０ｍＰ６０Ｍ　３射群 １２：００～１２：５０

３－　１
３－　２ 中山  謙二 神奈川
３－　３ 榊原　仁三 愛知
３－　４ 野口　優太 埼玉
３－　５ 桑原　凌 東京
３－　６ 小澤　保雄 静岡
３－　７ 守田　康彦 神奈川
３－　８ 佐藤　意織 千葉
３－　９ 建部　紘男 早稲田
３－１０ 田村　達 石川
３－１１ 松木　明 東京
３－１２ 諏訪　保伸 群馬
３－１３ 廣瀬　義一 神奈川
３－１４ 藤平　敏 千葉
３－１５ 三浦　洋 群馬
３－１６ 脇本　大輔 東京
３－１７ 石田　裕一 石川
３－１８ 髙橋　義宏 神奈川
３－１９ 眞城　永稔 早稲田
３－２０ 萩原　一孝 静岡
３－２１ 今泉　太 群馬
３－２２ 多田　良也 岐阜
３－２３ 川　田　雄　次 栃木
３－２４ 内田　昌宏 福井
３－２５ 巣原　剛 静岡
３－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２６日(日）　５０ｍＰ６０Ｍ・Ｗ　４射群 １３：３０～１４：２０

４－　１
４－　２ 宇田　　博 神奈川
４－　３ 玉木　弘也 明治大学
４－　４ 竹崎　房雄 三重
４－　５ 長谷川　恵一 静岡
４－　６ 武川　正一 山梨
４－　７ 宮上　尭士 神奈川
４－　８
４－　９ 樋口　咲希 山形
４－１０ 中里　志穏 早稲田
４－１１ 岩田 聖子 宮城
４－１２ 中川　芹菜 愛知 ○
４－１３ 松島　愛 東京 ○
４－１４ 阿部　あや子 山形 ○
４－１５ 大島　美和子 山梨 ○
４－１６ 早川 実沙 宮城
４－１７ 砥石　真衣 長野
４－１８ 和田　渚 福井
４－１９
４－２０
４－２１
４－２２
４－２３
４－２４
４－２５
４－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２６日(日）　１０ｍＳ４０Ｗ　第１射群 8：3０～９：2０

１－　１
１－　２ 神保　茜 山形
１－　３ 藤崎　　基実 茨城
１－　４ 佐藤　史江 早稲田
１－　５ 時田　亜也加 岐阜
１－　６ 井浦　一希 ＪＯＣ
１－　７ 小澤　綾香 山梨
１－　８ 小池　みのり 東京
１－　９ 中川　芹菜 愛知
１－１０ 小泉　茉優 埼玉
１－１１ 牟田　沙那 神奈川
１－１２ 安孫子　花 新潟
１－１３ 佐藤　綾乃 岩手
１－１４ 長島　遥 早稲田
１－１５ 松巾　亜由 岐阜
１－１６ 塚田　詠里央 埼玉 左撃ち
１－１７ 古屋　真希 山梨
１－１８ 早川 実沙 宮城
１－１９ 中里　志穏 早稲田
１－２０ 永田　聖菜美 岐阜
１－２１ 田村　妃那子 群馬
１－２２ 堀口　愛月 愛知
１－２３ 濱野　蘭 埼玉 左撃ち
１－２４ 安田　董 東京
１－２５ 山田　未紅 岐阜
１－２６

3 4 計 順位射座 選手名 所属 団体 1 2



６月２６日(日）　１０ｍＳ４０Ｗ　第２射群 １０：0０～１0：5０

２－　１
２－　２ 奈良　友貴 山梨
２－　３ 小山　真采美 中央大学 左撃ち
２－　４ 鈴木　若葉 千葉
２－　５ 柳　あさこ 北海道
２－　６ 鈴木 みお 宮城
２－　７ 山田　恵美 愛知 ○
２－　８ 冬木　翔子 福井 ○
２－　９ 金尾　咲伎 岐阜 ○
２－１０ 金嶋　みのり 富山 ○
２－１１ 前田　絵美 千葉 ○
２－１２ 一ノ渡　桜 神奈川 ○
２－１３ 高橋　沙織 岩手 ○
２－１４ 杉崎　礼子 静岡 ○
２－１５ 大和田　美琴 茨城 ○
２－１６ 生駒　早織 東京 ○
２－１７ 川口　絵美子 新潟 ○
２－１８ 田中　美沙 埼玉 ○
２－１９ 諏訪　美月 山梨 ○
２－２０ 小倉　唯 三重 ○
２－２１ 桂　玲子 神奈川
２－２２ 毛利　綾花 早稲田  
２－２３ 永澤　瞳 埼玉  
２－２４ 岩田 聖子 宮城  
２－２５ 清水　春香 石川  
２－２６  

3 4 計 計射座 選手名 所属 団体 1 2



６月２６日(日）　１０ｍＳ４０W/ＪＷ　第３射群 １1：3０～１２：2０

３－　１
３－　２ 中村　優希 埼玉
３－　３ 谷中　友美 神奈川
３－　４ 長本　昇子 千葉
３－　５ 砥石　真衣 長野  
３－　６ 和田　渚 福井  
３－　７ 諏訪　桃香 埼玉  
３－　８ 赤沼 沙南 宮城 ○
３－　９ 黒川　美希 栃木 ○
３－１０ 安孫子　花 新潟 ○
３－１１ 河本　理桜 岐阜 ○
３－１２ 高橋　佳伶 山形 ○
３－１３ 三橋　こすも 神奈川 ○
３－１４ 玉山　凜 岩手 ○
３－１５ 中山　　結愛 茨城 ○
３－１６ 小井戸　瑠音 長野 ○
３－１７ 五十嵐　美月 福井 ○
３－１８ 加藤　モナ 埼玉 ○
３－１９ 小林　英里奈 山梨 ○
３－２０ 小黒　莉奈 三重 ○
３－２１ 塚田　詠里央 埼玉
３－２２ 中村　彩乃 千葉
３－２３ 小林　眞子 群馬 左撃ち
３－２４ 池上　桃花 栃木
３－２５ 鈴木　綾乃 埼玉
３－２６

3 4 計 計射座 選手名 所属 団体 1 2



６月２６日(日）　１０ｍＳ４０W/ＪＷ　第4射群 １3：0０～１3：5０
                 　１０ｍＳ６０Ｍ　      第４射群 １3：0０～１4：15

４－　１
４－　２ 前田　留那 埼玉
４－　３ 吉田　寧然 群馬
４－　４ 野末　綾菜 三重
４－　５ 小林　真依 埼玉
４－　６ 前田　千紗 神奈川
４－　７ 渡邊　佳萌 千葉
４－　８ 井浦　一希 ＪＯＣ
４－　９ 新堂　冬萌 埼玉
４－１０ 瀬畑　　里花 茨城
４－１１ 井上　瞳 山形
４－１２ 豊木　詩織 岐阜
４－１３ 深瀬　絵美子 埼玉
４－１４ 日渡　佳奈 栃木
４－１５ 林　夕貴 福井
４－１６ 森田　杏奈 埼玉
４－１７ 前田　美咲 山梨
４－１８ 竹内　茜 埼玉
４－１９
４－２０ 島田　敦 埼玉
４－２１ 三浦　雅功 神奈川
４－２２ 山田　幸太郎 愛知
４－２３ 前田　隼風 神奈川
４－２４ 山崎　大志 新潟
４－２５ 櫻井　拓人 埼玉
４－２６

3 4 計 計射座 選手名 所属 団体 1 2



６月２６日(日）　１０ｍＳ６０Ｍ　第5射群 １4：55～１6：10

５－　１ 小杉　理久 埼玉
５－　２ 中村　優汰 群馬
５－　３ 小口　郁弥 栃木
５－　４ 岩楯　豪志 東京
５－　５ 廣瀬　義一 神奈川
５－　６ 望月　貴裕 三重 〇
５－　７ 青山　拓史 山梨 〇
５－　８ 藤平　卓也 栃木 〇
５－　９ 竹澤　隼 茨城 〇
５－１０ 土屋　陽平 岐阜 〇
５－１１ 田中　貴久 東京 〇
５－１２ 勝股　貴洋 千葉 〇
５－１３ 吉田　亨 神奈川 〇
５－１４ 川原　智志 静岡 〇
５－１５ 井黒　友斗 石川 〇
５－１６ 阿部　洋 山形 〇
５－１７ 井上　和宏 長野 〇
５－１８ 伊藤　早秀 愛知 〇
５－１９ 山下 翼 宮城 〇
５－２０ 野口　優太 埼玉 〇
５－２１ 津場　恭平 東京
５－２２ 小林　郁弥 栃木
５－２３ 谷岡　拓 埼玉
５－２４ 三島　裕介 東京
５－２５ 大塩　勇斗 ＪＯＣ
５－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位



６月２６日(日）　１０ｍＳ６０Ｍ　第6射群 １6：50～１8：05

６－　１ 磯田　和貴 埼玉
６－　２ 鈴木　純一 山梨
６－　３ 別府　一樹 埼玉
６－　４ 稲葉　将太 栃木
６－　５ 細田　涼太 東京
６－　６ 小林 瞭太 宮城
６－　７ 金子　豊 群馬
６－　８ 森元 凱暉 千葉
６－　９ 宮上　尭士 神奈川
６－１０ 深澤　佑樹 東京
６－１１ 二木　俊輔 石川
６－１２ 金子　将之 早稲田
６－１３ 柳川　由太郎 東京
６－１４ 西澤　安明 神奈川
６－１５ 大山　和馬 群馬
６－１６ 藤崎　純太 栃木
６－１７ 松尾　悠佑 東京
６－１８ 嘉山　豪 神奈川
６－１９ 谷川　諒 早稲田
６－２０ 橋爪　一馬 岐阜
６－２１ 石田　宗嗣 東京
６－２２ 糸井　裕紀 栃木
６－２３ 早川　匠 埼玉
６－２４ 長田　好生 山梨
６－２５ 玉木　弘也 明治大学
６－２６

射座 選手名 所属 団体 1 2 3 4 5 6 計 順位


