
令和3年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(10ｍAP・AR)射座割一覧表
期日 令和4年4月22日(金) 会場 宮城県石巻市 ｎｅｘライフル射撃場 (旧称：宮城県ライフル射撃場)

【AP60  1射群】 9:00 ～ 10:15 【AP60W 1射群】

射座 選手名 所属 勤務先・学校 射座 選手名 所属 勤務先・学校

1-01 1-01

1-02 1-02

1-03 1-03

1-04 宮本 修 宮城 宮城県警察 1-04 安孫子 薫 宮城 宮城県警察

1-05 佐藤 陸 学連 日本大学 1-05 山田 聡子 埼玉 自衛隊体育学校

1-06 山口 航輝 福井 同志社大学 1-06 中里 夕雅 東京 警視庁

1-07 園田 吉伸 埼玉 自衛隊体育学校 1-07 佐藤 琳 山形 早稲田大学

1-08 森川 清司 広島 広島県警察 1-08 小西 ゆかり 埼玉 飛鳥交通株式会社

1-09 高橋 駿平 秋田 ヨコウン株式会社 1-09 千葉 叶美 学連 日本大学

1-10 佐藤 宗哉 大分 大分県立由布高等学校 1-10 佃 愛音 広島 広島県警察

1-11 鑓分 亮次 千葉 千葉県警察 1-11 三浦 寿花 秋田 秋田市立城南中学３年

1-12 及川 景介 岩手 岩手県警察 1-12 佐藤 明子 東京 警視庁

1-13 野中 靖浩 大阪 大阪府警察 1-13 古山 和代 宮城 宮城県警察

1-14 影井 弘雄 埼玉 埼玉県ライフル射撃協会 1-14 財津 美加 大分 大分県警察

1-15 蟹江 良平 東京 警視庁 1-15 相澤 ひかる 東京 警視庁

1-16 岩田 泰輝 兵庫 兵庫県警察 1-16 佐々木 千鶴 岩手 岩手県警察

1-17 毛利 和博 愛媛 愛媛県警察 1-17 星野 優奈 東京 警視庁

1-18 金坂 春杜 埼玉 自衛隊体育学校 1-18 小西 怜奈 埼玉 日本大学

1-19 三浦 健一 埼玉 埼玉県警察 1-19 西田 葵 秋田 JOCエリートアカデミー/成立学園高校

1-20 髙橋 勇気 東京 警視庁 1-20 相田 愛望 茨城 茨城県警

1-21 若月 健太 山梨 山梨県ライフル射撃協会 1-21 細野 裕理子 東京 警視庁

1-22 木原 幹夫 福岡 福岡県ライフル射撃協会 1-22 阿部 花論 高知 土佐女子高等学校

1-23 中瀬 敦尋 山形 山形大学 1-23 武市愛理 宮城 仙台育英学園高等学校

1-24 松澤 考祐 埼玉 埼玉県警察 1-24

1-25 1-25

1-26 1-26

【AP60  2射群】

2-01

2-02 AP60ファイナル

2-03 （出頭時刻 14：30）

2-04

2-05 福間 彬隼 岡山 岡山県警察本部 AP60Wファイナル 16:30 ～ 

2-06 田中 洋平 東京 警視庁 （出頭時刻 16：00）

2-07 遠藤 太香雄 京都 京都府ライフル射撃協会

2-08 武内 響 埼玉 自衛隊体育学校

2-09 池上 啓 東京 あきゅらぼ

2-10 松田 健太郎 学連 日本大学

2-11 大谷 秀 大阪 大阪府ライフル射撃協会

2-12 三野 卓哉 香川 香川県ライフル射撃協会 氏名・所属等に誤りや訂正希望がありましたら

2-13 永井 良明 埼玉 東洋大学 宮ラ鈴木宛ご連絡下さい。

2-14 中重 勝 広島 広島県警察 メール     rifle.japan@live.jp

2-15 工藤 湧士 大分 豊生商事 携帯メール rifle.golgo13@docomo.ne.jp

2-16 岩佐 正貴 埼玉 自衛隊体育学校 携帯 09040448988

2-17 田村 泰達 秋田 千葉大学４年

2-18 村田 遼大 東京 中央大学

2-19 佐竹 優悟 北海道 同志社大学 現在オミクロン株蔓延の状況にあり更に状況が

2-20 平野 翔大 埼玉 東洋大学 悪化するようでしたら開催を中止することも

2-21 佐藤 優磨 千葉 千葉県警察 ありますのでご承知おき下さい。

2-22 西谷 徳行 徳島 徳島県警察 なお、中止の場合は日ラと協議の上3月31日頃を

2-23 槙山 博登 静岡 静岡県警 目途に決定し日ラＨＰに掲載していただきます。

2-24 盛合 一真 岩手 岩手県警察

2-25 ※ 出場料の振込は開催決定後にお願いします。

2-26

13:00 ～ 14:15

15:00 ～ 00:00

11:00 ～ 12:15



期日 令和4年4月23日(土) ファイナル 13：30 ～ 出頭時刻 13：00 ～ 

【AR60 1射群】9：00 ～ 10：15 【AR60 2射群】11：00 ～ 12：15

射座 選手名 所属 勤務先・学校 射座 選手名 所属 勤務先・学校

1-01 2-01

1-02 清川 佑介 鹿児島 児童福祉センター あいあい 2-02 中村 優汰 群馬 群馬県ライフル射撃協会

1-03 花川 直樹 埼玉 自衛隊体育学校 2-03 小久保 雄太 学連 明治大学

1-04 篠原 章宏 福井 福井県スポーツ協会 2-04 中島 謙心 埼玉 日本大学

1-05 遠藤 雅也 岐阜 名阪急配株式会社 2-05 内田 英寿 東京 板橋区ライフル射撃協会

1-06 和田 唯我 沖縄 興南高校 2-06 松本 崇志 埼玉 自衛隊体育学校

1-07 橋本 昂希 埼玉 法政大学 2-07 大塩 勇斗 福井 明治大学

1-08 三島 裕介 東京 学校法人中野学園 2-08 池邉 龍平 三重 皇学館大学

1-09 六笠 陸希 学連 明治大学 2-09 青山 敬志 千葉 大多喜ガス株式会社

1-10 山本 拓生 三重 三重県スポーツ協会 2-10 浜田 有都 徳島 日本大学

1-11 吉川 和宏 鹿児島 神村学園 2-11 島田 敦 埼玉 自衛隊体育学校

1-12 木村 圭佑 兵庫 シャープ ジャスダ ロジスティクス(株) 2-12 松島 朔矢 岐阜 日本大学

1-13 山下 敏和 埼玉 自衛隊体育学校 2-13 宮倉 大輔 埼玉 埼玉県ライフル射撃協会

1-14 ⾧田 好生 山梨 (株)富創 2-14 吉原 允昭 学連 日本大学

1-15 吉野 拓海 千葉 千葉黎明高校 2-15 淺木 良太 兵庫 兵庫県警察

1-16 河本 弦希 岐阜 鶯谷高校 2-16 大山 誠道 埼玉 国際学院高校

1-17 加藤 雅一 埼玉 東洋大学 2-17 櫻井 拓人 学連 法政大学

1-18 田中 貴久 東京 東京大学 2-18 塩入 龍哉 埼玉 自衛隊体育学校

1-19 齋藤 暢哉 宮城 仙台プロパン㈱ 2-19 岩崎 貴文 滋賀 公益財団法人滋賀県スポーツ協会

1-20 山中 陽介 埼玉 法政大学 2-20 岡田 直也 岡山 ALSOK

1-21 山田 崇太 岐阜 済美高等学校 2-21 岡田 理玖 埼玉 国際学院高校

1-22 芳司 健太 学連 明治大学 2-22 小浜 章太 沖縄 興南高校

1-23 八川 綾佑 大分 （株）デンケン 2-23 平田 翔大 埼玉 国際学院高校

1-24 柳沢 充 ⾧野 ⾧野県⾧野工業３年 2-24 松浦 悠斗 岐阜 関西大学

1-25 関口 慈英 埼玉 明治大学 2-25 山領 悠翔 埼玉 国際学院高校

1-26 2-26

期日 令和4年4月24日(日) ファイナル 13：30 ～ 出頭時刻 13：00 ～ 

【AR60W 1射群】9：00 ～ 10：15 【AR60W 2射群】11：00 ～ 12：15

射座 選手名 所属 勤務先・学校 射座 選手名 所属 勤務先・学校

1-01 2-01

1-02 吉村 花香 学連 日本大学 2-02 髙山 奏羽 宮城 東北学院大学

1-03 清水 綾乃 埼玉 自衛隊体育学校 2-03 山本 優里 学連 日本大学

1-04 田邉 伶奈 京都 立命館大学 2-04 仲嵩 彩花 沖縄 中央大学

1-05 野畑 美咲 大分 大分県立由布高等学校 2-05 柳澤 灯 埼玉 日本大学

1-06 堀之内 愛 徳島 日本大学 2-06 藏重 碧 山口 野田学園高等学校

1-07 平野 真歩 岐阜 同志社大学 2-07 三浦 莉桜 福井 明治大学

1-08 前田 留那 埼玉 早稲田大学 2-08 鈴木 志佳 埼玉 自衛隊体育学校

1-09 河本 理桜 学連 明治大学 2-09 福井 瑞紀 京都 京都府ライフル射撃協会

1-10 松本 未宇 神奈川 神奈川県ライフル射撃協会 2-10 野村 奈生 大分 大分県立別府翔青高等学校

1-11 三好 愛佳理 宮城 明治大学 2-11 一ノ渡 桜 神奈川 神奈川県ライフル射撃協会

1-12 大城 遥愛 沖縄 沖縄国際大学 2-12 藤枝 乙葉 三重 愛知みずほ大学

1-13 渡部 奏乃音 学連 明治大学 2-13 杉山 瑞季 学連 早稲田大学

1-14 高橋 佳伶 三重 井村屋 2-14 新里 葉津紀 鹿児島 鹿児島県ライフル射撃協会

1-15 竹澤 海都 福井 (株)ネスティ 2-15 嘉部 恋 埼玉 西武学園文理高等学校

1-16 工藤 美羽 大分 大分県立由布高等学校 2-16 村中 美月 高知 土佐高等学校

1-17 泉館 玲香 学連 明治大学 2-17 三島 あさこ 東京 医療法人栄宏会

1-18 松宮 沙也加 京都 立命館大学 2-18 川原 楓 埼玉 自衛隊体育学校

1-19 額賀 史子 ⾧野 （株）寿製薬 2-19 井浦 一希 佐賀 医療法人如水会 今村病院

1-20 仲間 大花 沖縄 N高 2-20 西 千里 徳島 日本大学

1-21 松本 靖世 熊本 いちご（株） 2-21 饒平名 アリス 沖縄 同志社大学

1-22 森本 怜花 東京 三井農林(株) 2-22 神村 彩実 神奈川 神奈川県ライフル射撃協会

1-23 吉田 寧然 群馬 群馬県ライフル射撃協会 2-23 平田 しおり 石川 ＡＬＳＯＫ

1-24 中口 遥 滋賀 滋賀ダイハツ販売㈱ 2-24 高木 葵 岐阜 中央大学

1-25 竹内 ひまり 東京 法政大学 2-25 山田 咲来 高知 JOCエリートアカデミー/成立学園高校

1-26 2-26


