
A B C D
1 植木　陸 （愛大１） 山本　準人 （岐阜１） 寄高 雄介 (名大１) 森唯菜 愛産１
2 内田　洋祐 （愛学1） 山川拓海 （南山１） 棚橋 宥斗 (名大１) 杉田　月菜 （岐阜１）
3 中瀬古　翔一（愛学1） 磯村真也 （南山１） 小栗　巧暉 (名城1) 平尾　優果 （岐阜１）
4 榎本　貴斗 (愛教1) 豊田憲亮 （南山１） 小松 暉敏 愛工１ 小笠原綾子 （南山１）
5 澤田　匠 （愛教1） 川崎幹也 （南山１） 北村 和俊 愛工１ 西澤由菜 （南山１）
6 田中　雅人 (愛教1) 小川司 （南山１） 前田　祐里 （愛学1） 伊藤彩乃 （南山１）
7 河木　佑悟 （岐阜２） 真野翼 （南山１） 高野　ゆりえ （愛教1） 石森安海 （南山１）
8 原　友登 （岐阜１） 加藤 大樹 (名大１) 松原　奈央 (名城1) 仲井 理佐子 (名大１)
9 志水 優策 (中京1)

10 横山 貴大 (中京1) ※10的コンパウンド

11 山口　翔梧 愛工３ 岡田茉里香 愛産3 澤柳瑠璃 （中部４） 安藤奈々子 （南山４）
12 大森　友理 愛工２ 高山千里 愛産3 岩越恭子 （中部４） 齊藤里奈 （南山３）
13 中村　慎吾 愛工２ 根建彩香 愛産１ 上村晴香 （中部３） 坂野未織 （南山３）
14 荒井　建人 愛工１ 村井孝太郎 愛産3 西澤実里 （中部１） 手崎智也 （南山２）
15 山田　大輔 愛工１ 伊澤喬太 愛産2 木下祐輔 （中部３） 高見祐希 （南山２）
16 橋本 凌弥 愛工１ 田村大 愛産2 森田憲治 （中部３） 佐橋晴菜 （南山２）
17 鈴木　颯志 （愛学2） 鈴木怜欧 愛産１ 中村豪嵩 （中部３） 鈴木愛海 （南山２）
18 堀　雄貴 (愛学３） 岩嶋　敏也 （愛教2） 中川彰 （中部２） 相川由貴 （南山２）
19 箕浦　功祐 （愛学３） 緒方　遼 （愛教2） 萩俊樹 （中部２） 吉井　暁久 （名商4）
20 尾林　達也 （愛学3） 河田　真歩 （愛教２） 裏　優斗 （岐阜２） 大和　武司 （名商３）
21 中山　拓馬 (愛学2) 高野橋良篤 愛産2 佐藤亘駿 （中部３） 杉田龍政 （中部２）
22 関口和真 （南山２） 葛西　智也 (名城2)

※今回、未経験者の3０mのみの参加希望が多かったため、午前中の1～10的で、
30mダブルラウンドを新たに新設いたしました。なお、競技の進行は、50/30mラウンドと
同時進行になるため、30m1回目は6射、2回目は3射、で競技を行います。行射本数に
ご注意ください。また、1回目終了後に、競技の安全上１～１０的を後ろに下げます。
速やかな競技進行のため、選手の皆様は脚移動のご協力をお願いいたします。
※10的・21的・22的はコンパウンドです。
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午後

A B C D
1 山口　由希子 （愛大３） 坂田 昌平 愛工１ 山中将輝 （中部１） 菊田　真由 (名城2)
2 安田　海 （名商２） 吉田美紅 愛産3 園原功紀 （中部１） 久野　沙紀 (名城2)
3 　石川　翔也 （名商１） 畠山佳菜子 愛産2 山本明日香 （南山３） 永田　翔大 (名城2)
4 伊藤　仁 （名商3） 森花緒梨 愛産2 青樹瞳 （南山２） 鋤柄　新菜 (名城2)
5 高橋　沙己 （愛学２） 石川和璃 愛産3 川口莉奈 （南山２） 古田　咲陽 (名城1)
6 米田　悠哉 （愛学3） 本田光 愛産2 堀田博道 （南山２） 今井愛美 3
7 神田　拓海 （愛学３） 三木立樹 愛産2 鈴木源平 （南山２） 板谷好美 2
8 深田　航弥 （愛学3） 森雪輝 愛産2 中村あかね （南山２） 荻原紗良 1
9 藤村　泰地 （愛学2） 杉本　雅実 （岐阜２） 細江真帆 （南山２） 佐藤嘉希 1

10 池原　拓飛 （愛学1） 豊田　将平 （岐阜２） 松浦由真 2 林 咲希 (名大２)
11 稲垣　友斗 （愛学1） 佐藤明知 三重４ 伊東和子 1 河野 英也 (名大２)
12 宇野　奈苗 （愛教4） 榊原大晃 （中部４） 小林典広 2 河島 悠哉 (名大２)
13 赤羽　夏実 （愛教2） 山田将司 （中部４） 尾形結熙 1 川村 壱征 (中京2)
14 坂井　優太 （愛教2） 袴田大樹 （中部３） 杉田辰希 1 鈴木 涼 (中京4)
15 宮島　健人 愛工３ 寺平愛菜 （中部１） 楠本 惇 (中京4) 川合　智也 (名城2)
16 高垣　和希 愛工３ 鈴木隆世 （中部２） 小椋 達生 (中京2) 古藤　駿一 (名城2)
17 岩島　志龍 愛工２ 鈴木智大 （中部２） 橋本 悠生 (中京2) 小林　真由香 (名城2)
18 酒井　陽太 愛工２ 伊藤尊博 （中部２）木村 真由香 (中京2) 櫻井　梨乃 (名城2)
19 関根　智祐 (愛学2) 服部　莉音 （愛大３） 大辻　拓弥 （岐阜２） 福嶋　賢治 （名商2）
20 山口　友輔 （愛学3） 石河　亮 （愛教4） 中村　星羅 （愛大３） 佐藤　琢哉 （愛教4）
21 牛田貴仁 （南山１） 伴　雄登 (名城1) 林創也 （中部４） 垣内渉 （中部３）
22 熊澤　貴彦 (名城4)

※21・22的はコンパウンドです。


