
全日ア連競技第22-012号

関係各位 　　　 　2022年  5月28日

（公社）全日本アーチェリー連盟

 会 長　   安 倍　晋 三

              （公印省略）

　　注　意

　　１．選考決定後の辞退は認められません。　（会場：東京都江東区　夢の島公園　アーチェリー場）

　　２．参加費は、６/６（月）までに本連盟指定口座に振り込んでください。

　　３．必ず会員カードおよびスターバッジを持参してください。用具検査の際、確認をいたします。

　　４．環境に配慮し、競技者番号（ゼッケン）を付ける安全ピン・クリップ等を各自で持参してください。

　　５．監督・コーチの競技会場内入場について

　　　　今大会は、出場選手の所属団体（選手の所属する企業など）の監督・コーチが競技会場内に入場できることとします。

① 入場可能な監督・コーチは、所属団体の各カテゴリー（各部門・各種別）に監督・コーチのどちらか１名とします。

② 監督・コーチ申請書に必要事項を記入し、当該選手の加盟団体（都道府県協会（連盟））に提出してください。

③ 加盟団体は大会参加納付書提出時に監督・コーチ申請書を添付して本連盟に提出してください。

（６/６（月）必着）

④ 申請書に基づき、ＩＤカードを発行し大会当日に配布します。

⑤ 大会当日は必ずＩＤカードを携行し、明瞭に見える位置に付けてください。

⑥ 監督・コーチの服装は当該選手と同等、もしくは所属団体が明記されたユニホーム等を着用することとします

（私服等は認めません）。

　　６．宿泊・弁当について

　　　　宿泊・弁当については、後日改めて連絡させていただきます。

　　７．新型コロナウイルス感染拡大の防止について

① 来場時に検温を実施します。

② 来場者全員「新型コロナウイルス感染拡大防止チェックリスト」を来場日にご提出ください。

※　「新型コロナウイルス感染拡大防止チェックリスト」は、今回の添付資料より各自でご準備ください。

③ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の各項にご協力をお願いします。

ⅰ 以下の各事項に該当する方は、参加を見合わせてください。

　　・体調がよくない場合（例 ： 発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

　　・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は

　　　当該在住者との濃厚接触がある場合

ⅱ 必ずマスクをご持参ください（参加受付時や着替え時等の競技を行っていない際や会話をする際には

　　マスクを着用してください）。

ⅲ 厚生労働省から提供されている、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）や各地域で取り組まれ

　　ている通知サービスをご活用ください。

ⅳ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。

ⅴ 他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ以上））を確保してください。

ⅵ 競技中に大きな声での会話、応援等をしないでください。

ⅶ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

ⅷ 競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに

　　濃厚接触者の有無などについて報告してください。

　　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。
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リカーブ部門：壮年男子（１８/４０）
前回大会優勝者

山本　　博 東京都

記録選考 【通過点　６１１点】

松井　孝夫 埼玉県 久野　圭太 三重県 木下　征史 東京都 松本　　満 千葉県 兵頭　弘幸 大阪府

大田　洋典 鹿児島県 竹倉　寛敦 東京都 安藤　智俊 神奈川県 丸山　貴之 長野県 阿部　裕行 山梨県

駒場　利生 岡山県 金子　逸郎 山梨県 白戸　　渉 青森県 戸田　敦大 広島県 佐藤　光秀 東京都

相澤　　等 千葉県 加藤　清幸 富山県

リカーブ部門：一般男子（４５/５６）
前回大会優勝者

杉尾　知輝 福井県

記録選考 【通過点　６１４点】

菊地　栄樹 東京都 中西　絢哉 岡山県 鬼山　直也 大阪府 河田　悠希 広島県 大貫　　渉 神奈川県

岩田　　歩 広島県 金子　　令 三重県 石井　佑汰 東京都 長田　來土 京都府 辻　　昇平 静岡県

桑江　良樹 埼玉県 長谷川　廉 鹿児島県 小野 純一朗 鹿児島県 津田　勇志 福井県 石川　竜也 山形県

大隅　一樹 奈良県 鈴木　耕太 神奈川県 広田　和也 千葉県 市川　遼治 群馬県 上山　友裕 大阪府

徳本　汰知 富山県 德川　　翔 福岡県 西村　洋毅 兵庫県 今井　雅樹 福井県 棚田　　歩 北海道

河合　啓太 静岡県 金田　　学 奈良県 杉山　康太 神奈川県 小林　悠貴 新潟県 本山　遼介 神奈川県

星　　達也 栃木県 山下　兼矢 栃木県 関口　裕樹 宮城県 吉田　真也 大分県 安井 孝志朗 静岡県

平山　洋基 岡山県 河本　尚己 東京都 伊藤　優矢 新潟県 岩下　怜央 東京都 笠川　純一 千葉県

横山　勇作 富山県 大日方　海 長野県 服部　　亮 新潟県 犬飼　英明 愛知県

リカーブ部門：女子（３０/３７）
前回大会優勝者

久原　千夏 福井県

記録選考 【通過点　６００点】

杉本　智美 大阪府 山内　　梓 大阪府 大橋　朋花 岐阜県 入江　　優 岡山県 中村　美樹 北海道

林　　勇気 京都府 木下 あすか 埼玉県 堀口　理沙 広島県 加藤　綾乃 大分県 川渕　真弓 岩手県

上田 紗安羅 三重県 福田 菜々子 埼玉県 畠山 佳菜子 静岡県 樽本　邑里 広島県 市村　　牧 東京都
小野寺 まどか 岩手県 重定　知佳 福岡県 平　　美香 鳥取県 西岡　尚美 東京都 西村　紗芳 岐阜県

相川　一葉 埼玉県 森　花緒梨 岐阜県 木村　美保 東京都 井上　友希 東京都 吉田　美紅 岐阜県

井上　鈴夏 大阪府 清水　英里 岡山県 松下　文香 鳥取県 中島　　悠 富山県

コンパウンド部門：男子（１８/３３）
前回大会優勝者　該当者なし

記録選考 【通過点　６８７点】

佐々木 淳二 東京都 長友　文哉 奈良県 中村　和音 東京都 坂本　貴哉 東京都 大江　佑弥 岡山県

塚本　恭司 愛知県 西田　昌司 広島県 坂野　太一 東京都 安島　　裕 神奈川県 森本　紘文 京都府

岸　　亮輔 埼玉県 篠原　　孟 東京都 宮本 リオン 東京都 矢花　真祐 東京都 大田　勇太 神奈川県

谷口　隆浩 大阪府 鈴木　悠太 東京都 井上　順二 神奈川県

コンパウンド部門：女子（６/１３）
前回大会優勝者

櫻田　裕子 熊本県

記録選考 【通過点　６７４点】

宮田　悦子 埼玉県 坂本　　円 東京都 熊澤　徳代 愛知県 茂木　理恵 神奈川県 佐藤 真理子 千葉県

ベアボウ部門：男子（１２/２１）
前回大会優勝者　該当者なし

記録選考 【通過点　５８１点】

山本　悠太 東京都 濱田　寛幸 群馬県 山口　明澄 東京都 成川　晃一 京都府 岡野　誠之 京都府

小山　桂介 東京都 神谷　典幸 愛知県 澤　　博信 神奈川県 石田　　潤 山口県 大坪　　誠 東京都

貞方　　豊 愛知県 辰野　午郎 東京都

ベアボウ部門：女子（６/７）
前回優勝者

正木　恵実 兵庫県

記録選考 【通過点　５４８点】

遠藤　博美 神奈川県 長谷川 幸代 愛知県 加藤　渉子 東京都 丸山　美幸 群馬県 丸山　智恵 群馬県
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