
ベアボウ青年男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 イグデ ウィリヤンタ 目黒区ア協会 370 168 202 3 9 第1部 13B

ベアボウ壮年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 太田 みほ子 町田市ア協会 417 206 211 4 12 第5部 18A

ベアボウ壮年男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 小山 桂介 渋谷区ア協会 458 202 256 9 12 第4部 13A

欠場 指出 正行 八王子市ア協会 0 0 0 0 0 第4部 15A

ベアボウシニア女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 遠藤 博美 神奈川国際Fa 475 243 232 7 14 第1部 13A

2 池澤 かおり 町田市ア協会 358 168 190 5 6 第5部 17A

ベアボウシニア男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 山口 明澄 町田市ア協会 462 219 243 6 13 第5部 16A

2 大坪 誠 目黒区ア協会 449 228 221 3 13 第1部 16D

3 奥村 忠男 八王子市ア協会 414 203 211 4 14 第4部 09B

4 山縣 純夫 小金井ア協会 358 164 194 2 8 第1部 16B

5 小野田 寛 目黒区ア協会 241 109 132 1 2 第1部 15D

6 高城 正 目黒区ア協会 228 119 109 2 0 第1部 14D

コンパウンド青年男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 坂本 貴哉 世田谷区ア協会 585 292 293 45 15 第4部 07B

2 中村 和音 大田区ア協会 582 291 291 42 18 第1部 12C

3 坂野 太一 町田市ア協会 581 290 291 41 19 第4部 05C

4 佐々木 淳二 葛飾区ア協会 578 287 291 38 22 第1部 12D

5 矢花 真祐 世田谷区ア協会 575 285 290 35 25 第1部 12A

6 遠藤 　周 板橋区ア協会 574 285 289 34 26 第4部 07A

7 粕谷 響平 拓殖大学 567 288 279 27 33 第2部 09C

8 大西 恭平 明治大学 565 281 284 25 35 第1部 10B

9 為ヶ井 眞 明治大学 558 281 277 19 40 第1部 09B

10 佐々木 遼 法政大学 558 280 278 19 40 第2部 09A

11 清水 俊男 八王子市ア協会 556 278 278 19 39 第4部 07C

コンパウンド壮年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 秋山 　なるみ 板橋区ア協会 565 281 284 26 33 第4部 06A

2 佐藤 真理子 佐倉Fac 557 279 278 19 39 第2部 08B

3 立石 由美子 港区ア協会 551 274 277 15 42 第1部 09C

4 エメド 安以 世田谷区ア協会 544 272 272 14 39 第5部 10C
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コンパウンド壮年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

5 陳 美樹 杉並区ア協会 519 252 267 7 43 第4部 05B

コンパウンド壮年男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 種部 浩司 練馬区ア協会 570 283 287 31 28 第4部 06D

2 佐藤 　正八 板橋区ア協会 566 282 284 28 30 第4部 05A

3 赤木 満 葛飾区ア協会 556 277 279 18 40 第4部 08A

4 大西 邦生 三鷹市ア協会 554 275 279 20 34 第4部 06B

5 吉田 正嗣 世田谷区ア協会 552 282 270 19 34 第2部 09B

6 石垣 詩郎 練馬区ア協会 550 275 275 17 36 第1部 09D

7 佐藤 一成 世田谷区ア協会 549 277 272 11 47 第1部 11A

8 藤村 圭蔵 多摩市ア協会 544 269 275 18 36 第4部 08B

9 村上 美行 小金井ア協会 542 262 280 19 34 第1部 11C

10 堀内 征仁 練馬区ア協会 535 267 268 5 45 第4部 07D

11 相澤 義人 目黒区ア協会 517 261 256 5 32 第4部 05D

12 町田 幸司 江戸川区ア協会 511 261 250 6 30 第1部 11B

13 清水 　竜男 板橋区ア協会 490 235 255 9 35 第2部 09D

コンパウンドシニア男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 大瀧 二郎 世田谷区ア協会 565 281 284 25 35 第1部 10A

2 服部 和正 世田谷区ア協会 564 278 286 25 34 第1部 10C

3 吉田 雄二 千代田区ア協会 550 274 276 20 30 第2部 08C

4 大野 　寿明 板橋区ア協会 547 274 273 13 41 第2部 08D

5 仁木 良一 千代田区ア協会 546 270 276 17 40 第5部 10A

6 川合 宏一 東久留米市ア協会 546 270 276 14 40 第4部 06C

7 稲垣 伸博 小金井ア協会 546 271 275 10 48 第1部 09A

8 下川 洪衛 目黒区ア協会 536 267 269 11 37 第4部 08C

9 山本 秀一 三鷹市ア協会 530 260 270 4 43 第5部 10B

リカーブジュニア女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 鴨井 菜緒華 トップアスリート11期生 510 250 260 15 20 第4部 10C

2 東 朝紗花 文京区ア協会 433 200 233 8 11 第1部 15C

3 坂井 祥華 トップアスリート11期生 429 204 225 5 12 第4部 12C

4 五十嵐 羽奈 トップアスリート11期生 383 205 178 6 6 第4部 11C

欠場 鳴海 碧希 八王子市ア協会 0 0 0 0 0 第1部 14C

リカーブジュニア男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 熊倉 拓輝 鎌ヶ谷ア協会 550 268 282 22 27 第1部 13C

2 中島 大 町田市ア協会 500 242 258 14 18 第4部 13C

3 小宮 悠杜 獨協中学 497 240 257 14 14 第4部 14C

4 岸野 眞大 豊島区ア協会 450 221 229 4 14 第4部 09C

5 伊東 大地 日本工業大学駒場中学校 435 219 216 7 11 第4部 15C

6 エメド 火庵 世田谷区ア協会 354 183 171 5 4 第5部 15C

リカーブ少年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 森　 愛恵 国際基督教大学高校 528 265 263 19 25 第5部 14C

2 芦田 美弥妃 国際基督教大学高校 528 253 275 13 30 第5部 13D
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リカーブ少年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

3 治田 優空 トップアスリート10期生 464 234 230 8 14 第2部 15D

4 グダルジ ルミナ 日本体育大学荏原高校 462 221 241 7 12 第2部 16D

5 斉藤 和奏 東海大学付属高輪台高等学校 283 141 142 0 7 第4部 13D

欠場 上田 桜々花 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

欠場 渡部 愛唯 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

リカーブ少年男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 鈴木 大賀 国際基督教大学高校 529 263 266 13 28 第5部 17C

2 高橋 瞬 日本工業大学駒場高校 519 254 265 14 22 第4部 17D

3 石原 悠太郎 国際基督教大学高校 516 255 261 15 18 第5部 16C

4 浅井 裕貴 日本工業大学駒場高校 513 252 261 11 23 第4部 18C

5 根本 佳依 東海大学付属高輪台高等学校 474 235 239 7 15 第4部 09D

6 陳　 皇維 国際基督教大学高校 469 220 249 11 11 第5部 18C

7 武藤 圭 明大中野高校 426 209 217 5 10 第4部 15D

8 岸本 空 東海大学付属高輪台高等学校 418 216 202 1 12 第4部 14D

9 惣塚 稜太 東海大学付属高輪台高等学校 395 223 172 6 9 第4部 11D

10 倉持 隼人 東海大学付属高輪台高等学校 374 170 204 5 7 第4部 12D

11 藤谷 樹 東海大学付属高輪台高等学校 370 190 180 2 6 第4部 10D

12 岡 大智 明大中野高校 274 114 160 2 3 第4部 16D

欠場 志田 浩太 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

欠場 猪口 遥希 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

欠場 山澤 葵 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

欠場 チー 新一 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

欠場 魚谷 向希 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

欠場 髙橋 慧 国際基督教大学高校 0 0 0 0 0 第5部 1

リカーブ青年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 中村 美優 早稲田大学 571 280 291 36 21 第4部 03A

2 井上 友希 町田市ア協会 566 281 285 29 28 第4部 03B

3 斉藤 未央 西東京市ア協会 556 275 281 30 22 第1部 06C

4 西岡 尚美 渋谷区ア協会 553 279 274 27 22 第2部 03A

5 木村 美保 日本体育大学 547 274 273 25 25 第2部 06C

6 小林 りこ 聖心女子学院高等科 535 260 275 19 24 第2部 05B

7 高橋 ひとみ 明治大学 531 262 269 15 27 第1部 07A

8 坂井 怜海 立教大学 524 261 263 18 21 第1部 04B

9 バトラー ミシェル 練馬区ア協会 524 259 265 14 22 第2部 05D

10 松下 円 明治大学 520 259 261 12 24 第1部 04A

11 チョウ レイチェル 目黒区ア協会 511 250 261 16 22 第4部 03C

12 植田 みのり 渋谷区ア協会 497 253 244 10 18 第1部 01D

13 増田 遥 明治大学 486 256 230 8 18 第1部 05A

14 池田 彩香 町田市ア協会 473 235 238 4 14 第1部 03A

15 Chauvire Eve 文京区ア協会 427 205 222 7 16 第1部 03C

16 小林 麻衣 町田市ア協会 418 207 211 2 14 第1部 01A

17 上村 優香 新宿区ア協会 417 217 200 7 10 第5部 07A

18 福島 里菜 文京区ア協会 411 182 229 6 12 第1部 02C

19 千早 佳音 町田市ア協会 372 206 166 1 10 第5部 08C

欠場 池田 栞捺 明治大学 0 0 0 0 0 第1部 06A
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リカーブ青年男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 中川 雄介 一橋大学 566 280 286 35 16 第5部 08A

2 小林 司 日本体育大学 566 280 286 30 27 第5部 07D

3 山内 翔 専修大学 564 285 279 29 27 第2部 06B

4 横山 勇作 大宮ア協会 563 274 289 32 19 第2部 03C

5 上野 辰樹 立教大学 560 280 280 30 22 第1部 01B

6 佐上 真慧 立教大学 551 274 277 18 36 第1部 03B

7 杉山 康太 ハマＡC 549 275 274 21 28 第1部 08C

8 鍋谷 嘉仁 杉並区ア協会 547 279 268 21 26 第4部 02A

9 岡村 岳音 一橋大学 546 267 279 20 27 第5部 07C

10 松田 光太郎 電気通信大学 543 268 275 24 18 第4部 02B

11 下鳥 佑太 大田区ア協会 542 284 258 28 24 第2部 05C

12 富樫 昭一郎 世田谷区ア協会 538 269 269 22 26 第2部 04B

13 佐藤 勇輔 青山学院大学 537 277 260 20 25 第5部 07B

14 岩下 怜央 立教大学 525 265 260 15 23 第1部 02B

15 櫻井 俊輔 大田区ア協会 523 262 261 13 24 第2部 04C

16 山本 憲正 法政大学 516 257 259 22 17 第2部 03D

17 船橋 一人 八王子市ア協会 516 264 252 14 27 第4部 02C

18 佐藤 滋 町田市ア協会 515 254 261 15 16 第1部 02A

19 松居 留輝 立教大学 508 258 250 7 28 第1部 05B

20 沼崎 美紀夫 墨田区ア協会 507 256 251 8 26 第1部 05D

21 新沼 聖一 江東区ア協会 501 257 244 21 17 第2部 05A

22 横田 立樹 立教大学 494 240 254 10 21 第1部 07B

23 菅井 康行 千代田区ア協会 486 240 246 12 17 第2部 03B

24 バトラー クリス 練馬区ア協会 485 222 263 12 23 第2部 04D

25 山田 朗夫 港区ア協会 471 250 221 7 17 第1部 01C

26 大谷 龍慈 立教大学 460 224 236 7 14 第1部 08B

27 北村 直哉 立教大学 459 208 251 9 20 第1部 06B

28 片山 直哉 青山学院大学 450 241 209 6 14 第5部 08B

29 山中 俊徳 ハマＡC 440 209 231 9 10 第1部 07C

30 岡本 芳和 江東区ア協会 407 214 193 6 9 第2部 04A

31 池田 武志 世田谷区ア協会 385 197 188 6 11 第1部 05C

32 萩原 雅人 八王子市ア協会 381 191 190 9 14 第1部 08A

33 田村 祐一 文京区ア協会 364 136 228 6 9 第1部 04C

欠場 竹内 誠一 東京大学 0 0 0 0 0 第1部 04D

欠場 津島 彰悟 東京大学 0 0 0 0 0 第1部 03D

欠場 木下 征史 渋谷区ア協会 0 0 0 0 0 第1部 02D

欠場 坂本 朝日 江東区ア協会 0 0 0 0 0 第2部 06A

欠場 吉川 諒 東京大学 0 0 0 0 0 第2部 06D

リカーブ壮年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 高橋 裕子 目黒区ア協会 524 259 265 16 20 第2部 18C

2 宮腰 薫枝 渋谷区ア協会 514 258 256 14 18 第1部 15B

3 梅津 昭子 多摩市ア協会 514 244 270 13 23 第4部 16C

4 殿前 恵 町田市ア協会 512 269 243 17 17 第1部 16A

5 上村 和子 新宿区ア協会 498 244 254 11 20 第5部 13C

6 熊倉 順子 八王子市ア協会 497 240 257 13 15 第1部 13D

7 三ツ山 香里 渋谷区ア協会 491 243 248 14 17 第4部 12A

8 北原 永芳 杉並区ア協会 481 235 246 7 19 第4部 10A

9 浅見 昌江 世田谷区ア協会 472 233 239 9 14 第5部 14A

10 芹沢 万里 ユリシーズ 463 241 222 4 21 第5部 17B
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リカーブ壮年女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

11 安川 澄江 八王子市ア協会 453 220 233 14 13 第4部 13B

12 浜田 千加 八王子市ア協会 453 215 238 4 11 第4部 14B

13 西野 有紀子 千代田区ア協会 442 231 211 9 8 第2部 12C

14 石栗 理絵 世田谷区ア協会 441 214 227 6 12 第5部 13A

15 新井 由希枝 豊島区ア協会 412 206 206 2 8 第2部 15C

16 大木 誠子 港区ア協会 381 201 180 3 10 第2部 14B

17 牧野 和美 台東区ア協会 355 200 155 3 8 第2部 14C

リカーブ壮年男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 松浦 寛 江戸川区ア協会 554 274 280 26 25 第2部 12A

2 蓮田 秋二 港区ア協会 539 272 267 15 34 第5部 12B

3 小沼 和広 葛飾区ア協会 529 267 262 16 26 第2部 14A

4 田口 拓弥 宮代ア連盟 523 245 278 19 20 第4部 11A

5 小林 力 豊島区ア協会 521 269 252 16 27 第5部 12C

6 森 貴志 台東区ア協会 520 259 261 20 20 第2部 13C

7 安藤 智俊 ユリシーズ 519 254 265 14 21 第5部 16B

8 高橋 幸三 目黒区ア協会 514 252 262 12 20 第2部 16C

9 黒石 訓久 台東区ア協会 511 254 257 13 19 第1部 18C

10 生沼 雅之 多摩市ア協会 507 256 251 12 21 第1部 16C

11 村野 誠一郎 町田市ア協会 505 257 248 13 18 第2部 13D

12 柴崎 学 八王子市ア協会 505 251 254 12 21 第4部 15B

13 成田 英司 葛飾区ア協会 504 251 253 15 16 第5部 18D

14 鈴木 大介 多摩市ア協会 504 246 258 13 17 第4部 17C

15 田中 宏和 板橋区ア協会 504 250 254 11 19 第1部 18A

16 鎌田 慎志 ユリシーズ 503 244 259 5 31 第5部 18B

17 浅倉 稔 世田谷区ア協会 500 246 254 11 21 第5部 15A

18 松本 修一 杉並区ア協会 500 249 251 9 21 第5部 15D

19 上田 和史 江東区ア協会 492 252 240 10 14 第2部 16A

20 小林 理 江東区ア協会 487 243 244 11 18 第2部 18A

21 西畠 庸平 西東京市ア協会 487 246 241 8 16 第4部 18A

22 前田 貞二 目黒区ア協会 483 238 245 8 17 第4部 18B

23 山田 陽一 町田市ア協会 479 244 235 6 24 第1部 17A

24 阪本 修司 町田市ア協会 472 228 244 11 16 第2部 11D

25 細川 達郎 江戸川区ア協会 472 249 223 8 14 第2部 13A

26 内田 邦夫 町田市ア協会 469 234 235 6 17 第2部 12D

27 武藤 洋史 杉並区ア協会 467 224 243 9 13 第4部 16A

28 鳥山 帰一 杉並区ア協会 467 223 244 3 19 第5部 14D

29 柳 誠一朗 目黒区ア協会 451 232 219 8 15 第4部 17B

30 湯淺 修 台東区ア協会 437 210 227 4 12 第1部 17C

31 保田 謙 江東区ア協会 427 220 207 6 12 第2部 17A

32 西内 淳一 港区ア協会 267 132 135 1 6 第2部 13B

リカーブシニア女子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 茂木 敦子 杉並区ア協会 483 238 245 12 11 第4部 14A

2 末森 環 多摩市ア協会 469 238 231 8 14 第5部 16D

3 浜田 久美子 三鷹市ア協会 413 187 226 3 11 第4部 11B

4 佐富 久美 東京都ア協会 405 223 182 2 14 第1部 18D
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リカーブシニア男子

順位 選手名 所属 合計 １ラウンド ２ラウンド １０点数 ９点数 参加部 標的番号

1 佐藤 光秀 大田区ア協会 537 267 270 18 24 第2部 18B

2 小野寺 長久 東京都ア協会 536 267 269 16 27 第1部 17D

3 冨永 正朗 杉並区ア協会 531 263 268 17 22 第1部 18B

4 萩原 直良 町田市ア協会 518 258 260 16 19 第1部 14A

5 小島 徹 新宿区ア協会 510 257 253 14 16 第2部 16B

6 松森 博 八王子市ア協会 508 249 259 14 17 第4部 12B

7 東 清義 新宿区ア協会 502 248 254 10 22 第1部 17B

8 中田 光俊 千代田区ア協会 499 244 255 14 15 第5部 14B

9 山本 金統 三鷹市ア協会 498 255 243 13 18 第4部 09A

10 亀澤 勝則 港区ア協会 495 241 254 11 19 第2部 12B

11 秋吉 立身 町田市ア協会 488 241 247 8 17 第2部 17C

12 小林 保照 台東区ア協会 472 243 229 10 15 第2部 15B

13 川瀬 博詞 渋谷区ア協会 472 234 238 6 16 第2部 15A

14 岩脇 隆 墨田区ア協会 471 251 220 7 15 第4部 16B

15 粕谷 保 世田谷区ア協会 460 232 228 7 16 第5部 12A

16 早川 豊 西東京市ア協会 453 244 209 13 10 第2部 17B

17 矢口 隆 町田市ア協会 450 219 231 4 15 第1部 15A

18 伊藤 嘉章 千代田区ア協会 446 218 228 4 12 第2部 11C

19 髙橋 良友 豊島区ア協会 445 216 229 8 12 第2部 14D

20 国島 進 港区ア協会 438 228 210 1 17 第1部 14B

21 梅村 美孝 港区ア協会 427 216 211 6 11 第2部 11B

22 築城 修治 目黒区ア協会 417 197 220 4 11 第5部 17D

23 東 敏博 杉並区ア協会 396 205 191 6 9 第4部 10B

24 松村 潔 新宿区ア協会 393 196 197 3 8 第2部 11A

欠場 渡辺 雅文 西東京市ア協会 0 0 0 0 0 第4部 17A

欠場 長岡 健生 小金井ア協会 0 0 0 0 0 第5部 13B
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