
本選
2017年05月28日 (日), 開始時刻 12:00

10mエアライフル男子立射60発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

団体山梨県青山 拓史111616112:00

団体千葉県和田 知也1117171

団体福島県齋藤 慶太1118181

団体愛知県伊藤 早秀1119191

団体岩手県髙橋 祥光1120201

団体群馬県中村 優汰1121211

団体岐阜県足立 柊弥1122221

団体三重県望月 貴裕1123231

団体茨城県江田 和樹1124241

石川県木下 泰治1126261

東京都桑原  凌1127271

埼玉県須永 亮介1128281

福井県杉村 和翔1129291

三重県赤羽根 毅彦1130301

栃木県藤崎 純太1131311

三重県安野 智也1132321

神奈川
県

吉田 亨1133331

石川県石田 裕一1134341

山梨県原田 季一1135351

茨城県浅井 優汰1136361

岐阜県土屋 陽平1137371

静岡県勝岡 弘幸1139391

埼玉県磯田 和貴1140401

福島県須藤 和輝1141411

団体神奈川
県

三浦 雅功121717213:55

団体長野県井上 和宏1218182

団体石川県船 雅斗1219192

団体静岡県川原 智志1220202

団体栃木県藤平 卓也1221212

団体福井県篠原 彰宏1222222

団体富山県武田 佳樹1223232

団体埼玉県島田 敦1224242

団体東京都早川  匠1225252
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合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

東京都田中 貴久122626213:55

神奈川
県

前田 隼風1227272

栃木県上竹 強人1228282

千葉県有馬 朋輝1229292

埼玉県長谷部 響1230302

千葉県井尻 圭亮1232322

神奈川
県

髙橋 健1233332

石川県井黒 友斗1234342

山梨県長田 好生1235352

栃木県小林 郁弥1236362

愛知県中村 翔1237372

東京都津場 恭平1238382

栃木県糸井 裕紀1239392

埼玉県松本 崇志1240402

神奈川
県

嘉山 豪1241412

概要
リスト上の選手数: 48; 選手合計人数: 48; 使用射座数: 26 (16-41)

語語 BC8F8171
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本選
2017年05月27日 (土), 開始時刻 14:20

10mエアライフル少年男子立射60発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

団体埼玉県姫野 祐輝161717114:20

団体茨城県佐久間 将樹1618181

団体石川県石田 晃大1619191

団体岐阜県河本 弦希1620201

団体愛知県加藤 諒一1621211

団体福井県浜田 一輝1622221

団体静岡県和泉 響1623231

埼玉県関根 和磨1624241

岐阜県進藤 健1625251

埼玉県稲葉 慎司1626261

福井県谷口 瑛志1627271

埼玉県渡辺 琉仁1628281

茨城県飯田 由多加1629291

埼玉県川岸 広樹1630301

団体千葉県神埼 晃汰1631311

埼玉県大場 仁千弥1632321

福井県日下 修介1633331

埼玉県関野 優真1634341

団体神奈川
県

松本 大典171717216:15

団体山形県近野 嶺1718182

団体群馬県真下 渚1719192

団体山梨県前島 聖弥1720202

団体新潟県山崎 大志1721212

団体東京都清水 彰人1722222

埼玉県大友 勇人1723232

福井県松村 偉心1724242

埼玉県畠山 丈司1725252

東京都大塩 勇斗1726262

埼玉県岡田 拓磨1727272

石川県石浦 悠多1728282

埼玉県甲田 亜蘭1729292

群馬県関 優輝1730302

埼玉県桜井 拓人1731312
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合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

神奈川
県

マティウス 剣173232216:15

埼玉県吉田 龍之介1733332

静岡県大石 義真1734342

埼玉県青鹿 龍平1735352

概要
リスト上の選手数: 37; 選手合計人数: 37; 使用射座数: 26 (16-41)

語語 7EBD79E5

7Q10000FSA2705171420.1.AR60J.0.001.pdf発行日時 2017年05月14日, 08:27 ページ 2 of 29E2E

OFFICIAL ISSF RESULTS PROVIDER



本選
2017年05月28日 (日), 開始時刻 09:00

10mエアライフル女子立射40発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4

団体山梨県小澤 綾香211717109:00

団体福井県冬木 翔子2118181

団体愛知県山田 恵美2119191

団体山形県高橋 佳伶2120201

団体千葉県鈴木 若葉2121211

団体群馬県小林 眞子2122221

団体新潟県川口 絵美子2123231

団体茨城県大和田 美琴2124241

長野県前橋 典子2125251

埼玉県小泉 茉優2126261

千葉県池田 絵美2127271

栃木県里川 日向子2128281

団体神奈川
県

一ノ渡 桜221717210:30

団体三重県小倉 唯2218182

団体栃木県佐藤 泉美2219192

団体石川県清水 春香2220202

団体埼玉県川原 楓2221212

団体静岡県川村 弥佳沙2222222

団体岐阜県山田 未紅2223232

東京都生駒 早織2224242

福井県和田 渚2225252

山梨県諏訪 美月2226262

岩手県坂本 由美子2227272

山形県神保 茜2228282

概要
リスト上の選手数: 24; 選手合計人数: 24; 使用射座数: 26 (16-41)

語語 DAD3456E
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本選
2017年05月28日 (日), 開始時刻 09:00

10mエアライフル少年女子立射40発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4

団体新潟県安孫子 花263030109:00

団体埼玉県前田 留那2631311

団体福井県林 夕貴2632321

団体石川県平田 しおり2633331

団体茨城県瀬畑 里花2634341

団体山梨県前田 美咲2635351

団体岐阜県河本 理桜2636361

山形県嵐田 三結2637371

茨城県中山 結愛2638381

福井県五十嵐 美月2639391

岐阜県豊木 詩織2640401

東京都井浦 一希2641411

団体長野県小井戸 瑠音273030210:30

団体山形県木下 彩音2731312

団体群馬県吉田 寧然2732322

団体三重県小黒 莉奈2733332

団体東京都門脇 真央2734342

団体千葉県石原 花鈴2735352

団体愛知県松澤 華歩2736362

埼玉県関根 萌2737372

三重県野末 綾菜2738382

石川県市村 友香里2739392

千葉県石井 亜珠2740402

群馬県神谷 綾美2741412

概要
リスト上の選手数: 24; 選手合計人数: 24; 使用射座数: 26 (16-41)

語語 99BEF675
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本選
2017年05月27日 (土), 開始時刻 09:00

10mエアピストル男子60発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

団体三重県米川 昌洋311717109:00

団体静岡県小林 直樹3118181

団体千葉県金木 康知3119191

団体埼玉県園田 吉伸3120201

団体愛知県濱田 貴寛3122221

団体岐阜県大橋 佳3123231

愛知県成田 裕士3124241

埼玉県金坂 春社3125251

岐阜県清水 達哉3126261

東京都田渕 丈雅3127271

埼玉県矢島 国幸3128281

神奈川
県

生野 明利3129291

埼玉県西村 大輔3131311

岐阜県名畑 稔3132321

神奈川
県

齋藤 一太3133331

三重県藤野原 眞治3134341

埼玉県三浦 健一3135351

岐阜県大鋸 辰由3136361

団体神奈川
県

野本 豊裕321717210:55

団体福島県國分 翔麻3218182

団体富山県伊藤 哲3219192

団体東京都佐野 嘉信3220202

団体秋田県髙橋 駿平3222222

団体宮城県森田 公司3223232

団体石川県浜 良3224242

栃木県大久保  茂3225252

埼玉県楠本 喬平3226262

三重県葛原 誠二3227272

岐阜県小瀬田 益実3228282

団体茨城県萩谷 光利3229292

静岡県髙橋 知宏3231312

福島県捧 勝美3232322

石川県池端 重夫3233332
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合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

千葉県海老根 慶周323434210:55

岐阜県道家 祐一3235352

愛知県西井 公人3236362

概要
リスト上の選手数: 36; 選手合計人数: 36; 使用射座数: 26 (16-41)

語語 B492C12C
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本選
2017年05月27日 (土), 開始時刻 09:00

10mエアピストル少年男子立射60発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

団体埼玉県橋本 与人363838109:00

団体神奈川
県

齊藤 一斗3639391

神奈川
県

マティウス 剣3640401

団体静岡県種石 啓希373838210:55

団体千葉県河野 智3739392

概要
リスト上の選手数: 5; 選手合計人数: 5; 使用射座数: 26 (16-41)

語語 50B66AB9
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本選
2017年05月27日 (土), 開始時刻 12:50

10mエアピストル女子40発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4

団体埼玉県小倉 美穂411717

団体新潟県平 響411818

団体千葉県中山 亜弥411919

団体三重県福井 博江412020

団体東京都島田 友美子412121

団体岐阜県黒原 まどか412222

団体石川県佐成 優偉麗412323

団体茨城県高木 薫412424

団体山梨県長田 梢412525

団体愛知県竹坊 沙也加412626

団体福井県和田 未波412727

埼玉県丸山 沙羅412828

三重県北村 有希412929

埼玉県新堂 冬萌413030

岐阜県越田 真帆413131

埼玉県齋藤 桃慧413232

千葉県諏訪 咲413333

埼玉県関根 留菜413434

東京都上田 ゆい413535

埼玉県横山 舞413636

山形県阿部 あや子413737

埼玉県千葉 叶美413838

概要
リスト上の選手数: 22; 選手合計人数: 22; 使用射座数: 26 (16-41)

語語 295859EB
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本選
2017年05月28日 (日), 開始時刻 09:00

50mライフル男子伏射60発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

団体群馬県三浦 洋512727109:00

団体埼玉県谷島 緑5128281

団体愛知県小川 隆5129291

団体三重県藤野原 眞治5130301

団体山形県山口 茂貴5131311

愛知県小林 克己5132321

千葉県金坂 広幸5133331

石川県木下 泰治5134341

静岡県勝岡 弘幸5135351

神奈川
県

吉田 亨5136361

福井県山本 拓生5137371

千葉県井尻 圭亮5138381

愛知県伊藤 義人5139391

東京都山崎 英男5140401

愛知県鈴木 和彦5141411

群馬県諏訪 保伸5142421

埼玉県松本 崇志5143431

東京都影山 喜文5144441

団体新潟県田中 爾522727210:30

団体神奈川
県

南出 裕志5228282

団体静岡県朝比奈 昌利5229292

団体石川県山下 理貴5230302

茨城県川村 昌弘5231312

栃木県小林 郁弥5232322

千葉県増田 啓司5233332

群馬県中村 優汰5234342

静岡県萩原 一孝5235352

神奈川
県

嘉山 豪5236362

福井県篠原 彰宏5237372

千葉県菱木 正直5238382

愛知県榊原 仁三5239392

東京都津場 恭平5240402

愛知県真下 和也5241412
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合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

群馬県大山 和馬524242210:30

埼玉県長谷部 響5243432

東京都西森 啓5244442

団体岐阜県松井 可六533131312:00

団体千葉県藤平 敏5332323

団体長野県林 恵5333333

団体東京都林 龍一5334343

宮城県山田 佑5335353

神奈川
県

古沢 重夫5336363

山梨県武川 正一5337373

千葉県前田 裕太5338383

神奈川
県

菅原 嗣高5339393

東京都松木 明5340403

愛知県神谷 至洋5341413

石川県髙桑 昭紀5342423

埼玉県富澤 功嗣5343433

団体栃木県大久保  茂543030413:30

団体山梨県正満 孝太5431314

団体福井県猪坂 朋彦5432324

団体福島県田子 幸長5433334

長野県城口 保雄5434344

福島県肥沼 雄大5435354

神奈川
県

葛谷 寛一5436364

山梨県山本 達樹5437374

千葉県目良 明裕5438384

神奈川
県

宇田 博5439394

東京都山本 亙5440404

愛知県石井 文人5441414

石川県二木 俊輔5442424

埼玉県西村 大輔5443434

概要
リスト上の選手数: 63; 選手合計人数: 63; 使用射座数: 24 (26-49)

語語 BB22A1F5
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個人
2017年05月28日 (日), 開始時刻 12:00

50mライフル女子伏射60発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属
シリーズ

備考
1 2 3 4 5 6

団体長野県前橋 典子612727112:00

団体山梨県大島 美和子6128281

静岡県吉野 祐子6129291

山梨県小沢 楓6130301

団体山形県阿部 あや子622727213:30

団体東京都松島 愛6228282

福井県和田 渚6229292

概要
リスト上の選手数: 7; 選手合計人数: 7; 使用射座数: 24 (26-49)

語語 CEE920C5
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本選
2017年05月27日 (土), 開始時刻 09:00

50mライフル男子三姿勢120発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属 姿勢
シリーズ

備考小計
1 2 3 4

立射

伏射

団体膝射愛知県山田 幸太郎712727109:00

立射

伏射

団体膝射石川県木下 泰治7128281

立射

伏射

団体膝射神奈川
県

嘉山 豪7129291

立射

伏射

団体膝射福井県山本 拓生7130301

立射

伏射

団体膝射宮城県山田 佑7131311

立射

伏射

団体膝射群馬県大山 和馬7132321

立射

伏射

団体膝射岐阜県土屋 陽平7133331

立射

伏射

膝射神奈川
県

宮上 尭士7135351

立射

伏射

膝射石川県井黒 友斗7136361

立射

伏射

膝射神奈川
県

南出 裕志7137371

立射

伏射

膝射群馬県中村 優汰7138381

立射

伏射

膝射千葉県井尻 圭亮7139391

立射

伏射

膝射福井県篠原 彰宏7140401

立射

伏射

膝射埼玉県谷島 緑7141411
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合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属 姿勢
シリーズ

備考小計
1 2 3 4

立射

伏射

膝射神奈川
県

吉田 亨714242109:00

立射

伏射

膝射石川県二木 俊輔7143431

立射

伏射

団体膝射山梨県長田 好生722727212:25

立射

伏射

団体膝射三重県田中 敏夫7228282

立射

伏射

団体膝射富山県森谷 正敏7229292

立射

伏射

団体膝射埼玉県松本 崇志7230302

立射

伏射

団体膝射静岡県勝岡 弘幸7231312

立射

伏射

団体膝射東京都津場 恭平7232322

立射

伏射

団体膝射栃木県小林 郁弥7233332

立射

伏射

団体膝射千葉県目良 明裕7235352

立射

伏射

膝射埼玉県富澤 功嗣7236362

立射

伏射

膝射栃木県藤平 卓也7237372

立射

伏射

膝射埼玉県長谷部 響7239392

立射

伏射

膝射石川県石田 裕一7240402

立射

伏射

膝射埼玉県西村 大輔7241412

立射

伏射

膝射千葉県矢部 博司7242422
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合計
開始
時刻

射
群

射
座

Bib番号 氏名 所属 姿勢
シリーズ

備考小計
1 2 3 4

立射

伏射

膝射岐阜県多田 良也724343212:25

概要
リスト上の選手数: 31; 選手合計人数: 31; 使用射座数: 24 (26-49)

語語 AB712327

9Q10000FSA2705170900.1.FR3X40.0.001.pdf発行日時 2017年05月14日, 08:36 ページ 3 of 39E2E

OFFICIAL ISSF RESULTS PROVIDER



本選
2017年05月27日 (土), 開始時刻 15:55

50mライフル女子三姿勢60発競技

第47回東日本ライフル射撃競技選手権大会
スタートリスト

合計
射
座

Bib番号 氏名 所属 姿勢
シリーズ

備考小計
1 2

立射

伏射

団体膝射福島県菊池 映美812727

立射

伏射

団体膝射埼玉県小泉 茉優812828

立射

伏射

団体膝射福井県和田 渚812929

立射

伏射

団体膝射東京都生駒 早織813030

立射

伏射

団体膝射神奈川
県

牟田 沙那813131

立射

伏射

団体膝射千葉県池田 絵美813232

立射

伏射

団体膝射山形県神保 茜813333

立射

伏射

団体膝射愛知県近藤 未菜813434

立射

伏射

団体膝射静岡県吉野 祐子813535

立射

伏射

団体膝射栃木県里川 日向子813636

立射

伏射

団体膝射山梨県小沢 楓813737

立射

伏射

団体膝射茨城県山田 優子813838

立射

伏射

団体膝射岩手県坂本 由美子813939

立射

伏射

膝射福井県冬木 翔子814040

10Q00000FSA2705171555.1.STR3X20.0.001.pdf発行日時 2017年05月13日, 14:09 ページ 1 of 2

OFFICIAL ISSF RESULTS PROVIDER



合計
射
座

Bib番号 氏名 所属 姿勢
シリーズ

備考小計
1 2

立射

伏射

膝射長野県前橋 典子814141

立射

伏射

膝射福島県蒔苗 怜菜814242

立射

伏射

膝射神奈川
県

一ノ渡 桜814343

立射

伏射

膝射山梨県大島 美和子814444

立射

伏射

膝射石川県清水 春香814545

立射

伏射

膝射東京都松島 愛814646

立射

伏射

膝射山梨県小澤 綾香814747

立射

伏射

膝射埼玉県川原 楓814848

概要
リスト上の選手数: 22; 選手合計人数: 22; 使用射座数: 24 (26-49)

語語 DA49950E
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