
2019年 8月24日

第40回社会人フィールド参加者各位

東京都アーチェリー協会

エントリー担当 池澤 かおり・小山 桂介

連 絡 書

『第40回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会』

出場手続きの件

標記「第40回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会」の出場資格を得られた

ことをお慶び申しあげます。

出場手続きにつきましては、以下のとおりの要領で、手続きをお願いいたします。

記

１．参加費

参加費の7,000円は、全日本アーチェリー連盟に東京都アーチェリー協会から一括送金

いたします。皆さまは東京都アーチェリー協会の口座へ振り込んでください。

期限は2019年9月2日、下記都ア協銀行口座にお振り込みください。

★★参加費振り込み先★★

みずほ銀行 渋谷支店（支店番号２１０）

普通口座 １６１１７１２

（口座名義）東京都アーチェリー協会

２．宿泊：今回は宿泊の斡旋はありません。各自で手配してください。

３．昼食の斡旋

昼食はお弁当・お茶つき１食８００円です。東京都で取りまとめますので、昼食の斡旋

を希望する場合は、21日(土)22日(日)の日付と個数をメール本文に明記のうえ、エントリ

ー担当宛申し込んでください。申込締切は駐車許可と同時で９／８(日)厳守。

４．駐車許可申請が必要です。タクシー以外で会場にお越しの方は、９／８までにご連絡

ください。取りまとめて申請願を送ります。なるべく乗り合わせましょう！

５．要項の参加資格に「競技日程の全スケジュールに参加可能の者（但し、途中敗退の場

合は除く）」とあります。また、要項「１９．その他」の「①選手は指定された時間に、

受付けおよび用具検査を受け、開会式には必ず参加すること。」とあります。十分にご注

意ください。なお、病気やケガなどで急遽参加できなくなった場合や仕事の都合がつかな

くなったなどお困りのときはわかった時点で大至急、エントリー担当宛ご連絡ください。

６．問い合わせ・連絡先

メルアド：entry.archery_tokyo@mbr.nifty.com
エントリー担当 池澤 かおり 090-3241-6516

エントリーサブ担当 小山 桂介 090-7702-7672

不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



全日ア連競技第19-041号(再)

関係各位 　　　 　2019年  9月  3日

（公社）全日本アーチェリー連盟

 会長職務代行者　上 月　良 祐

(公 印 省 略)

標記の件につきまして、別紙名簿のとおり決定しましたので連絡します。

関係加盟団体の担当者の方は、期日までに所定の手続きを行ってください。

注意

　１．選考決定後の辞退は認められません。　（会場：北海道北広島市　札幌北広島クラッセホテル　特設コース）

　２．参加費は  ９／２（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

　３．必ず会員カード及びスターバッジを持参してください。

　４．宿泊については、斡旋・紹介は行いません。各自で手配してください。

　　　なお、会場への送迎は行いません。お車でお越しの方は、別紙案内をご確認いただき、

　　　駐車許可申請をご提出ください。

　　　弁当についても、別紙案内をご確認いただき、期日までにお申し込みください。

第４０回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会　出場者名簿(修正)の送付について



ベアボウ男子 （１５/１５）
前回優勝者

浅田　真児 京都府

マーク記録選考
成川　晃一 京都府 長嶋　　誠 神奈川県 小山　桂介 東京都 小原　伸一 東京都 辰野　午郎 東京都

澤　　博信 神奈川県 山口　明澄 東京都 中川　邦房 東京都 今野　和義 神奈川県 大野　純一 神奈川県

栗本　享明 愛知県 原田　洋光 東京都 川村　三郎 東京都 長濱　大輔 東京都

ベアボウ女子 （８/８）
前回優勝者

丸山　美幸 群馬県

マーク記録選考
若林　淑子 京都府 丸山　智恵 群馬県 遠藤　博美 神奈川県 長谷川 幸代 愛知県 島方　美乃 群馬県

太田 みほ子 東京都 平野　弘美 三重県

リカーブ男子 （３３/３５ ）
前回優勝者

遠藤　良祐 東京都

マーク記録選考
山本　　諒 兵庫県 森重　幸久 大阪府 櫻井　俊輔 東京都 尾上　輝樹 兵庫県 波多野 克樹 京都府

宮脇　典生 北海道 前田　弘毅 大阪府 遠藤　　周 東京都 髙田　健太 大阪府 井上　直人 京都府

山中　卓人 京都府 高木　正平 京都府 岡野　誠之 京都府 山田　朗夫 神奈川県 竹田　　映 静岡県

高橋　信博 宮城県 七澤　　信 富山県 北村　純一 北海道 島﨑　俊介 千葉県 永縄　直仁 愛知県

佐藤　　滋 東京都 遠池　亮成 大阪府 粥川　　真 大阪府 新村　晋平 京都府 米田　基裕 京都府

岡野　悟郎 東京都 井上　　剛 京都府 藤田　常仁 東京都 兵頭　弘幸 大阪府 佐藤　　司 宮城県

牧田　徹哉 東京都 藤村　一陽 大阪府

リカーブ女子 （１４/１４）
前回優勝者

深澤　菜見 群馬県

マーク記録選考
佐藤 小夜子 群馬県 池澤 かおり 東京都 山﨑　窓未 東京都 高木　香織 京都府 西岡　尚美 東京都

梅津　昭子 東京都 及川　未稀 神奈川県 棚澤 由実菜 群馬県 則行　美生 広島県 小寺　郁子 三重県

小笹 佳会子 京都府 石栗　理絵 東京都 前野 いくみ 京都府

コンパウンド男子 （２０/２４） （要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した）
前回優勝者 （該当者なし）

マーク記録選考
坂本　貴哉 東京都 中村　和音 東京都 山田　　彰 岐阜県 佐藤　正八 東京都 辻田 喜久郎 神奈川県

國光　英徳 広島県 矢花　真祐 東京都 小川　佳記 奈良県 藤村　圭蔵 東京都 竹本　靖雄 奈良県

正木　陽登 千葉県 上岡　隆真 静岡県 佐々木 邦哲 北海道 大塚　忠胤 栃木県 松川　岳嗣 奈良県

中島　利彰 熊本県 中谷　雅美 北海道 佐々木 淳二 東京都 五藤　恵次 広島県

主管県推薦
村本　聖樹 北海道

コンパウンド女子 （１２/１４） （要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した）
前回優勝者

秋山 なるみ 東京都

マーク記録選考
熊澤　徳代 愛知県 小川　尚美 奈良県 小林 麻里子 栃木県 天神　聡子 広島県 住吉 ユウ子 兵庫県

本多 由美子 北海道 櫻田　裕子 熊本県 佐藤 真理子 千葉県 清水　香澄 兵庫県 五十川 惠子 京都府

主管県推薦
新田　千絵 北海道

【通過点　２２２点】

【通過点　３５９点】

【通過点　３４６点】

第４０回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会出場者名簿

【通過点　２４９点】

【通過点　２２２点】

【通過点　２６３点】



全日ア連競技第19- 041号

関係各位 　　　 　2019年  8月 24日

（公社）全日本アーチェリー連盟

 会長職務代行者　上 月　良 祐

(公印省略)

標記の件につきまして、別紙名簿のとおり決定しましたので連絡します。

関係加盟団体の担当者の方は、期日までに所定の手続きを行ってください。

注意

　１．選考決定後の辞退は認められません。　（会場：北海道北広島市　札幌北広島クラッセホテル　特設コース）

　２．参加費は  ９／２（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

　３．必ず会員カード及びスターバッジを持参してください。

　４．宿泊については、斡旋・紹介は行いません。各自で手配してください。

　　　なお、会場への送迎は行いません。お車でお越しの方は、別紙案内をご確認いただき、

　　　駐車許可申請をご提出ください。

　　　弁当についても、別紙案内をご確認いただき、期日までにお申し込みください。

第４０回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会　出場者名簿の送付について



ベアボウ男子 （１５/１５）
前回優勝者

浅田　真児 京都府

マーク記録選考
成川　晃一 京都府 長嶋　　誠 神奈川県 小山　桂介 東京都 小原　伸一 東京都 辰野　午郎 東京都

澤　　博信 神奈川県 山口　明澄 東京都 中川　邦房 東京都 今野　和義 神奈川県 大野　純一 神奈川県

栗本　享明 愛知県 原田　洋光 東京都 川村　三郎 東京都 長濱　大輔 東京都

ベアボウ女子 （８/８）
前回優勝者

丸山　美幸 群馬県

マーク記録選考
若林　淑子 京都府 丸山　智恵 群馬県 遠藤　博美 神奈川県 長谷川 幸代 愛知県 島方　美乃 群馬県

太田 みほ子 東京都 平野　弘美 三重県

リカーブ男子 （３２/３４）
前回優勝者

遠藤　良祐 東京都

マーク記録選考
山本　　諒 兵庫県 森重　幸久 大阪府 櫻井　俊輔 東京都 尾上　輝樹 兵庫県 波多野 克樹 京都府

宮脇　典生 北海道 前田　弘毅 大阪府 遠藤　　周 東京都 髙田　健太 大阪府 井上　直人 京都府

山中　卓人 京都府 高木　正平 京都府 岡野　誠之 京都府 山田　朗夫 神奈川県 竹田　　映 静岡県

高橋　信博 宮城県 七澤　　信 富山県 北村　純一 北海道 島﨑　俊介 千葉県 永縄　直仁 愛知県

佐藤　　滋 東京都 遠池　亮成 大阪府 粥川　　真 大阪府 新村　晋平 京都府 米田　基裕 京都府

岡野　悟郎 東京都 藤田　常仁 東京都 兵頭　弘幸 大阪府 佐藤　　司 宮城県 藤村　一陽 大阪府

牧田　徹哉 東京都

リカーブ女子 （１４/１４）
前回優勝者

深澤　菜見 群馬県

マーク記録選考
佐藤 小夜子 群馬県 池澤 かおり 東京都 山﨑　窓未 東京都 高木　香織 京都府 西岡　尚美 東京都

梅津　昭子 東京都 及川　未稀 神奈川県 棚澤 由実菜 群馬県 則行　美生 広島県 小寺　郁子 三重県

小笹 佳会子 京都府 石栗　理絵 東京都 前野 いくみ 京都府

コンパウンド男子 （２０/２４）
前回優勝者 （該当者なし）

マーク記録選考
坂本　貴哉 東京都 中村　和音 東京都 山田　　彰 岐阜県 佐藤　正八 東京都 辻田 喜久郎 神奈川県

國光　英徳 広島県 矢花　真祐 東京都 小川　佳記 奈良県 藤村　圭蔵 東京都 竹本　靖雄 奈良県

正木　陽登 千葉県 上岡　隆真 静岡県 佐々木 邦哲 北海道 大塚　忠胤 栃木県 松川　岳嗣 奈良県

中島　利彰 熊本県 中谷　雅美 北海道 佐々木 淳二 東京都 五藤　恵次 広島県

主管県推薦
村本　聖樹 北海道 （要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した）

コンパウンド女子 （１２/１４）
前回優勝者

秋山 なるみ 東京都

マーク記録選考
熊澤　徳代 愛知県 小川　尚美 奈良県 小林 麻里子 栃木県 天神　聡子 広島県 住吉 ユウ子 兵庫県

本多 由美子 北海道 櫻田　裕子 熊本県 佐藤 真理子 千葉県 清水　香澄 兵庫県 五十川 惠子 京都府

主管県推薦
新田　千絵 北海道 （要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した）

【通過点　２２２点】

【通過点　３５９点】

【通過点　３４６点】

第４０回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会出場者名簿

【通過点　２４９点】

【通過点　２２２点】

【通過点　２６３点】



2019年　8月24日

関係　各位

北海道アーチェリー連盟

理事長　倉知　敏博

拝啓　皆様方にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、９月２１・２２日に行われます標記大会について、今大会は会場への送迎を行いませんので、ご注意ください。

会場の駐車スペースに限りがありますので、お車でお越しの方は、別紙にて事前申請頂きますようお願いいたします。

札幌北広島クラッセホテルの駐車場は使用可能ですので、ホテルのに駐車して、乗り合わせて会場へお越し頂くこともできます。

また、大会期間中の昼食を受け付けますので、合わせてご案内いたします。

敬具

１． 駐車許可について

日　　時 ２０１９年　９月２１日（土） １０：００　～　１６：００（予定）

　　　　　　　９月２２日（日） 　７：３０　～　１６：３０（予定）

※　両日とも、大会行事終了後、速やかにご退出をお願いいたします。

申　　請 ①　別紙申請書に必要事項を記入して申請してください。

②　申請書別シートの「駐車許可証」に必要事項を記入してプリントアウトし、当日ご持参ください。

２． 昼食について

日　　時 ２０１９年　９月２１日（土）

　　　　　　　９月２２日（日）

申　　込 別紙申込書に必要事項を記入してお申し込みください。

１食　８００円（お茶付き）　代金は当日、会場でお支払いください。

（印省略）

第４０回全日本社会人フィールド選手権大会参加者様へのお知らせ

記



北広島市中の沢１４９番地

至 札幌 至 北広島

大曲 北広島駅

駐車場

トイレ

中の沢会館

谷口宅

ふれあい公園

工事現場詰所

北広島クラッセホテル

星槎道都大学

会場

谷口橋

電波塔

第４０回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会
会場案内図



(９月１０日締切)
駐車許可・お弁当申込の方はこの様式でご記入の上連絡ください。代表でまとめても結構です。

申込先 MAIL e51-slac@cameo.plala.or.jp
FAX 011-511-1719

必要な日に○を付けてください

氏名 所属 ２１日（土） ２２日（日）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

１食　￥８００－　（お茶付き）　支払いは当日 必要な日に○を付けてください

氏名 所属 ２１日（土） ２２日（日） 個数 金額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

弁当申込書

駐車許可申請書

備考

第４０回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会

申込責任者

連絡先TEL

駐車許可申請書・弁当申込書



2019年9月21日 （土）

2019年9月22日 （日） ２日間有効

　　　北広島競技会場　特設駐車場　Ｐ-1

本状を入口係員に提示し、所定の場所に駐車すること。

駐車の際は車外から見やすい場所に置くこと。

駐車場に出入りの際は歩行者、車両等事故のないように注意通行すること。

ご協力をよろしくお願い致します。

どちらかに○印記入

申請者氏名 選手 役員

第４０回全日本社会人フィルドアーチェリー選手権大会

北海道アーチェリー連盟

駐  車  許  可  証


