
３月１７日(土）　１０ｍＳ６０Ｍ　第１射群 8：30～9：45

１－　１ 櫻井　拓人 西武学園文理高校
１－　２ 浅井　優汰 明治
１－　３ 安野　智也 三重県
１－　４ 井上　祥 千葉県
１－　５ 石田　裕一 明治
１－　６ 吉村　柊平 中央大学
１－　７ 関野　優真 栄北高校
１－　８ 田中　貴久 東京都
１－　９ 嘉山 豪 プレス工業
１－１０ 町田 健太郎 甲南大学
１－１１ 青山　拓史 山梨県
１－１２ 大谷　秀 大阪府
１－１３ 谷島　　緑 自衛隊体育学校
１－１４ 新井　保詠 国際学院高校　
１－１５ 西村　大輔 東洋大学
１－１６ 平野　寛太 栃木県
１－１７ 久保田　朋丸 千葉県
１－１８ 長部谷　響 自衛隊体育学校
１－１９ 稲葉　将太 栃木県
１－２０ 渡辺　琉仁 栄北高校
１－２１ 磯田　和貴 日本大学
１－２２ 松本　大典 海老名高等学校
１－２３ 高木　裕貴 明治
１－２４ 長谷川　智彦 富山県
１－２５ 杉村　和翔　 ㈱ホンダ
１－２６ 岡田　拓磨 栄北高校

射座 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 計 順位



３月１7日(土）　１０ｍＳ６０Ｍ　第２射群 １０:２５～11：40

２－　１
２－　２ 鈴木　航太 藤沢市立高浜中学
２－　３ 大石　義真 静岡県
２－　４ 三島　裕介 東京都
２－　５ 宮上　尭士 明治
２－　６ 佐々木　健人 慶應義塾大学
２－　７ 長田　好生 山梨県
２－　８ 横田　聖奈 沖縄県
２－　９ 津場　恭平 東京都
２－１０ 土屋　陽平 岐阜県
２－１１ 山下　敏和 自衛隊体育学校
２－１２ 姫野　祐輝 国際学院高校　
２－１３ 大塩　勇斗 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ
２－１４ 足立　柊弥 岐阜県
２－１５ 清水　彰人 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ
２－１６ 松本　崇志 自衛隊体育学校  
２－１７ 岩崎　貴文 滋賀県体育協会
２－１８ 橋爪　一馬 岐阜県
２－１９ 篠原 章宏 福井県体育協会
２－２０ 関　優輝 群馬県
２－２１ 岡田　直也 岡山県
２－２２ 山崎　大志 新潟県
２－２３ 伊倉　正敏 兵庫県
２－２４ 以西　鷹一郎 徳島県
２－２５ 大谷　秀 大阪府
２－２６ 小林　郁弥 栃木県

射座 選手名 所属 1 2 3 4 5 6 計 順位



３月１7日(土）　１０ｍＳ６０Ｍ　第３射群 １2:2０～13：35

３－　１
３－　２ 山中　陽介 栄北高校
３－　３ 別府　一樹 日本大学
３－　４ 和泉　響 静岡県
３－　５ 今野　嶺
３－　６ 上竹 強仁 栃木県
３－　７ 宮倉　大輔 埼玉県
３－　８ 早川　　匠 中央大学
３－　９ 望月　玲 東京都
３－１０ 川原　智志 静岡県
３－１１ 望月　貴裕 三重県
３－１２ 藤平　卓也 栃木県
３－１３ 名児耶　吉紀 国際学院高校　
３－１４ 糸井　裕紀 栃木県
３－１５ 青鹿　龍平 栄北高校
３－１６ 野口　優太 日本大学
３－１７ 髙田　裕介 明治
３－１８ 持永　洋壮 宮城県
３－１９ 竹ノ内　琉海 栄北高校
３－２０ 小口　郁弥 栃木県
３－２１ 園倉　乘儒 明治
３－２２ 関根　和磨 栄北高校
３－２３ 仲村　太智 沖縄県
３－２４ 河本　弦希 岐阜県
３－２５ 花川　直樹 日本大学
３－２６ 大場　仁千弥 西武学園文理高校

所属 4 5 6 計 順位射座 選手名 1 2 3



３月１7日(土）　１０ｍＡＰ６０Ｍ　第４射群 １４:２０～15：35
　 　

４－　１
４－　２ 永井　良明 栄北高校
４－　３ 中川　博之 岩国市役所
４－　４ 出西　秀郎 福岡県
４－　５ 金坂　春杜 自衛隊体育学校
４－　６ 佐野　嘉信 東京都
４－　７ 葛原　誠二 三重県
４－　８ 奈良　高行 大阪府
４－　９ 蟹江　良平 東京都
４－１０ 石井　翔 新潟県
４－１１ 海老名　春興 京都府
４－１２ 田村　泰達 秋田県
４－１３ 白鳥　航介 静岡県
４－１４ 野中　靖浩 大阪府
４－１５ 園田　吉伸 自衛隊体育学校
４－１６ 佐々木　健人 慶應義塾大学
４－１７ 小川　将路 東京都
４－１８ 野本 豊裕 日立製作所
４－１９ 徳永　大輔 滋賀県
４－２０ 髙橋　駿平 秋田県
４－２１ 河野　智 千葉県
４－２２ 藤野原　眞治 三重県
４－２３ 髙橋　勇気 東京都
４－２４ 池上　　啓 東京都
４－２５ 一戸　信之介 明治
４－２６ 仲村　龍星 秋田県

射座 選手名 所属 1 2 5 63 4 計 順位



３月17日(土）　１０ｍＡＰ６０Ｍ　第５射群 １６:１５～17：30

５－　１
５－　２ 森川　清司 広島県
５－　３ 出西　秀郎 福岡県
５－　４ 阿久津　利夫 栃木県
５－　５ 毛利　和博 愛媛県
５－　６ 佐藤　匡哉 同志社大学
５－　７ 堀水　宏次朗 香川県
５－　８ 宮脇　正人 大阪府
５－　９ 楠本　喬平 自衛隊体育学校
５－１０ 西谷　徳行 徳島県
５－１１ 副島　省吾 東京都
５－１２ 濱田　貴寛 愛知県
５－１３ 松田　知幸 神奈川県警
５－１４ 上原　健司 香川県
５－１５ 浜　良 石川県
５－１６ 槙山　博登 静岡県
５－１７ 生野　明利 川崎大師
５－１８ 谷口　貴也 滋賀県
５－１９ 和田　直樹 京都府警
５－２０ 三野　卓哉 香川県
５－２１ 武内　響 自衛隊体育学校
５－２２ 三浦　健一 埼玉県警察
５－２３ 上野　卓 岡山県
５－２４ 國分　翔麻 福島県
５－２５ 北　　俊裕 和歌山県 　
５－２６

射座 所属 1 2選手名 3 4 5 6 計 順位



３月１８日(日）　１０ｍＡＰ６０Ｗ　第１射群 ８:３０～９：４５

１－　１
１－　２ 松尾恵実 兵庫県
１－　３ 小倉　美穂 埼玉県警察

１－　４ 前田　美帆 東京都
１－　５ 阿部 美咲 宮城県
１－　６ 財津　美加 大分県
１－　７ 安田　里美 静岡県
１－　８ 相澤　ひかる 東京都
１－　９ 佐藤　櫻子 北海道
１－１０ 内田　翠 長崎県
１－１１ 諏訪　咲 千葉県
１－１２ 奥田　恵理 大阪府
１－１３ 吉澤　壽代 自衛隊体育学校
１－１４ 北嶋　那実子 東京都
１－１５ 上田　ゆい JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ
１－１６ 佐々木　千鶴 岩手県
１－１７ 茨木　里彩 香川県
１－１８ 田畑　実菜 滋賀県
１－１９ 中野　愛望 茨城県
１－２０ 中山　亜弥 千葉県
１－２１ 折谷　未来 新潟県
１－２２ 山田　聡子 自衛隊体育学校
１－２３ 小西　ゆかり 飛鳥交通

１－２４ 佐藤　明子 東京都
１－２５ 篠浦　玲子 愛媛県
１－２６   

射座 選手名 所属 1 2 5 63 4 計 順位



３月１８日(日）　１０ｍＳ６０Ｗ　第２射群 １０:40～１１：5５

２－　１
２－　２ 高木　葵 岐阜県
２－　３ 生駒　早織 東京都
２－　４ 中口　遥 同志社大学
２－　５ 池田　桂菜 栄北高校
２－　６ 和田　渚 福井テレビ
２－　７ 稲江　瑠香 沖縄県
２－　８ 豊木　詩織 岐阜県
２－　９ 佐藤　綾乃 明治大学
２－１０ 前田　留那 栄北高校
２－１１ 加納　千歩里 宮城県
２－１２ 野畑　伽奈 大分県
２－１３ 平野　真歩 鶯谷中学
２－１４ 鵜飼　風音 滋賀県
２－１５ 綾戸　真美 國友銃砲火薬店
２－１６ 渡邊　澪采 千葉県
２－１７ 谷中　友美 法政大学
２－１８ 矢崎　朱理 国際学院高校　
２－１９ 天野　愛理 同志社大学
２－２０ 大嶋　美和子 山梨県
２－２１ 柳　　あさこ 東京都
２－２２ 饒平名　アリス 沖縄県
２－２３ 山田　未紅 岐阜県
２－２４ 渡辺　夏希 栄北高校
２－２５ 髙橋　佳伶 明治大学
２－２６

計 順位射座 所属 1 2 5 6選手名 3 4



３月１8日(日）　１０ｍＳ6０Ｗ　第３射群 １3：05～１4：20

３－　１
３－　２ 御園生　英里 千葉県
３－　３ 小黒　莉奈 三重県
３－　４ 鈴木　若葉 法政大学
３－　５ 平田　しおり 石川県
３－　６ 永田　聖采美 岐阜県
３－　７ 劉　　炫慈 明治大学
３－　８ 岩田 聖子 宮城県
３－　９ 神谷　綾美 群馬県
３－１０ 辻　　友香里 滋賀県
３－１１ 松島　愛 東京都
３－１２ 川原　　楓 自衛隊体育学校
３－１３ 井浦　一希 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ
３－１４ 安西　美帆 ㈱たねや
３－１５ 古野本　真希 日立情報 
３－１６ 渡部　奏乃音 国際学院高校
３－１７ 久保　結子 富山県
３－１８ 西川　弥希 長崎県
３－１９ 町田　莉子 和歌山県
３－２０ 森本　伶花 明治大学
３－２１ 小澤　綾香 山梨県
３－２２ 吉田　寧然 群馬県
３－２３ 西山　彩佳 大分県
３－２４ 三橋　こすも 湘南工科大学
３－２５ 河本  理桜 鶯谷高校
３－２６

射座 選手名 所属 1 2 5 63 4 計 順位



３月１8日(日）　１０ｍＳ6０Ｗ　第４射群 15:00～16：15

４－　１
４－　２
４－　３ 深瀬　絵美子 西武学園文理高校
４－　４ 松本　靖世 宮城県
４－　５ 三橋　こすも 神奈川県
４－　６ 佐藤　泉美 栃木県
４－　７ 冬木　翔子 ㈱ＰＬＡＮＴ
４－　８ 千葉　叶美 国際学院高校
４－　９ 阿部　有沙 同志社大学

４－１０ 山本　綾花
永妻社会保険労務士
事務所

４－１１ 谷口　萌果 和歌山県
４－１２ 目羅　渚 千葉県
４－１３ 田中　美沙 早稲田大
４－１４ 安斎　美帆 京都市体育協会
４－１５ 池田　絵美 千葉県
４－１６ 加藤　　澪 栄北高校
４－１７ 関根　　萌 国際学院高校
４－１８ 安孫子　花 新潟県
４－１９ 榛原　舞 西武学園文理高校
４－２０ 渡辺 千晶 関西大学
４－２１ 湯浅　采月 徳島県
４－２２ 佐々木琉杏 北海道
４－２３ 浅見　幸歩 西武学園文理高校
４－２４   
４－２５
４－２６

射座 選手名 所属 1 2 5 63 4 計 順位


