
第４３回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会　決勝ラウンド　【最終確定成績】

《ベアボウ男子》
名　前 都道府県 所　属 予選 準決勝 決勝・三位 備考

1 岡野　誠之 京都府 パナソニック株式会社 251 ( 4) 43 45  
2 辰野　午郎 東京都 全日本空輸株式会社 268 ( 2) 43 43  
3 今野　和義 神奈川県 神奈川県アーチェリー協会 255 ( 3) 39 40  
4 神谷　典幸 愛知県 （株）宮上製作所 270 ( 1) 39 37  
5 小山　桂介 東京都 東電設計株式会社 251 ( 5)
6 神　伊佐男 東京都 町田市アーチェリー協会 249 ( 6)
7 中川　邦房 東京都 東京都アーチェリー協会 249 ( 7)
8 権藤　学司 神奈川県 湘南鎌倉総合病院 243 ( 8)
9 根岸　祐司 群馬県 ライズエンジニアリング 242 ( 9)
10 谷口　　嶺 群馬県 群馬県アーチェリー協会 240 (10)
11 澤　　博信 神奈川県 神奈川県アーチェリー協会 233 (11)
12 山口　明澄 東京都 ダイキン工業株式会社 217 (12)
13 佐々木 邦哲 北海道 (株)タクマ 168 (13)

《ベアボウ女子》
名　前 都道府県 所　属 予選 準決勝 決勝・三位 備考

1 長谷川 幸代 愛知県 春日井市アーチェリー協会 255 ( 1) 29 52  
2 正木　恵実 兵庫県 兵庫県アーチェリー連盟 243 ( 2) 46 45  
3 丸山　智恵 群馬県 三協立山　㈱ 229 ( 3) 28 41  
4 丸山　美幸 群馬県 ㈱ﾓｱﾌﾞﾚｰﾝ 227 ( 4) 17 33  
5 遠藤　博美 神奈川県 株式会社ジーフット 222 ( 5)

《リカーブ男子》
名　前 都道府県 所　属 予選 準決勝 決勝・三位 備考

1 山本　　諒 京都府 （株）加美乃素本舗 313 ( 2) 50 51  
2 遠藤　良祐 東京都 専修大学職員 327 ( 1) 50 49  
3 佐々木　望 岩手県 （株）新興製作所 309 ( 3) 44 49（6）  
4 佐々木　那王 宮城県 東北電力(株) 306 ( 4) 45 49（4）  
5 宮脇　典生 北海道 横山製粉株式会社・Sonic Archery 305 ( 5)
5 神谷　尚行 京都府 大和精工株式会社 303 ( 5)
7 山中　卓人 京都府 日本新薬株式会社 303 ( 7)
8 関口　裕樹 宮城県 FinestTennis College 303 ( 8)
9 安藤　智俊 神奈川県 いすゞ自動車株式会社 294 ( 9)
10 尾上　輝樹 兵庫県 ㈱富士テクノトランス 290 (10)
11 村野 誠一郎 東京都 ニプロ株式会社 281 (11)
12 森山　一輝 宮城県 出光リテール販売㈱東北カンパニー 279 (12)
13 前田　弘毅 大阪府 東芝エレベータ株式会社 278 (13)
14 櫻井　俊輔 東京都 水ｉｎｇ株式会社 276 (14)
15 高木　正平 京都府 株式会社フューチャースピリッツ 276 (15)
16 田中　秀一 神奈川県 日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 273 (16)
17 竹田　　映 静岡県 ㈱メイテックフィルダーズ 272 (17)
18 佐藤　　滋 東京都 ヒューマンアカデミー株式会社 266 (18)
19 井上　　剛 京都府 株式会社島津ビジネスシステムズ 266 (19)
20 大場　智仁 北海道 横山製粉株式会社 265 (20)
21 山田　朗夫 神奈川県 株式会社SKサポートサービス 264 (21)
22 棚澤　　隆 群馬県 ㈱早稲田アカデミー 264 (22)
23 森重　幸久 大阪府 西日本電気システム（株） 253 (23)
24 山本　　祐之 三重県 四日市合成株式会社 252 (24)
25 戸塚　哲郎 群馬県 群馬国際フィールドアーチェリー 248 (25)
26 中島　颯甫 群馬県 カネコ種苗㈱ 246 (26)
27 酒井　義孝 千葉県 株式会社ミライト・ワン 227 (27)
28 粥川　　真 大阪府 パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 227 (28)
29 篠﨑　　要 群馬県 ㈱ハル企画 222 (29)
30 岡野　悟郎 東京都 （公社）全日本アーチェリー連盟 210 (30)



《リカーブ女子》
名　前 都道府県 所　属 予選 準決勝 決勝・三位 備考

1 林　　勇気 京都府 株式会社堀場製作所 317 ( 2) 50 57  
2 西岡　尚美 東京都 東京逓信病院 308 ( 4) 50 53  
3 三ツ山 香里 東京都 株式会社マルヒサ 317 ( 3) 43 51  
4 井上　友希 東京都 工藤建設株式会社 321 ( 1) 43 50  
5 高木　香織 京都府 西陣健康会　堀川病院 277 ( 5)
6 山﨑　窓未 東京都 株式会社 サイバーエージェント 273 ( 6)
7 棚澤 由実菜 群馬県 東京農業大学第三高等学校教諭 271 ( 7)
8 梅津　昭子 東京都 株式会社梅津技建 262 ( 8)
9 チョウ レイチェル 東京都 Amazon Japan 257 ( 9)
10 及川　未稀 神奈川県 株式会社アイネット 255 (10)
11 北原　永芳 東京都 杉並区アーチェリー協会 230 (11)
12 佐藤 小夜子 群馬県 パナソニックリビング㈱首都圏・関東社 227 (12)
13 石栗　理絵 東京都 東京都アーチェリー協会 220 (13)
14 池澤 かおり 東京都 町田産婦人科菜の花クリニック 186 (14)
15 横田　未来 群馬県 ㈱ハル企画 186 (15)
16 是澤　涼香 東京都 多摩市立落合中学校職員 94 (16)

《コンパウンド男子》
名　前 都道府県 所　属 予選 準決勝 決勝・三位 備考

1 坂本　貴哉 東京都 渋谷アーチェリー株式会社 402 ( 1) 58 66  
2 中村　和音 東京都 株式会社リコー 396 ( 2) 62 65  
3 長友　文哉 奈良県 ㈱サニコン 382 ( 4) 56 62（5）  
4 矢花　真祐 東京都 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 390 ( 3) 61 62（4）  
5 國光　英徳 広島県 有限会社　国光企画 375 ( 5)
6 谷口　隆浩 大阪府 株式会社ローソン 369 ( 6)
7 綿貫　礼 群馬県 ㈱ｼﾝｺｰﾓｰﾙﾄﾞ 365 ( 7)
8 種部　浩司 東京都 渋谷アーチェリー株式会社 360 ( 8)
9 佐藤　正八 東京都 日本製鉄（株）東日本製鉄所 360 ( 9)
10 服部　貴也 三重県 三重県アーチェリー協会 355 (10)
11 中島　利彰 熊本県 丸善雄松堂株式会社 354 (11)
12 村上　美行 東京都 大和証券（株） 350 (12)
13 岩下　怜央 東京都 パーソルキャリア株式会社 345 (13)
14 正木　陽登 千葉県 エスエス製薬株式会社 345 (14)
15 稲垣　伸博 東京都 東京都アーチェリー協会 342 (15)
16 齋藤　禎行 山形県 朝暘第五小学校教員 341 (16)
17 和田 八千男 岩手県 岩手県アーチェリー協会 339 (17)
18 上岡　隆真 静岡県 ヤマハ発動機株式会社 339 (18)
19 竹本　靖雄 奈良県 五洋サービス㈱ 333 (19)
20 近藤　征勝 長野県 ﾀﾜｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ 329 (20)
21 室山　明一 岩手県 岩手県アーチェリー協会 320 (21)
22 清水　利彦 兵庫県 SGシステム株式会社 302 (22)
23 平野　三一 岩手県 雫石町アーチェリー協会 258 (23)

《コンパウンド女子》
名　前 都道府県 所　属 予選 準決勝 決勝・三位 備考

1 佐藤 真理子 千葉県 東京都立鹿本学園 職員 330 ( 3) 54 59 　
2 甘利　奈穂 東京都 株式会社ドウシシャ 326 ( 4) 51（5） 53 　
3 天神　聡子 広島県 広島県立佐伯高等学校　教員 368 ( 1) 51（4） 60 　
4 櫻田　裕子 熊本県 桜ビル株式会社 351 ( 2) 53 56 　
5 清水　香澄 兵庫県 兵庫県アーチェリー連盟 321 ( 5) 　
6 鶴見 昌佐子 群馬県 群馬県アーチェリー協会 314 ( 6)
7 橋本 さち子 京都府 京都府アーチェリー連盟 304 ( 7)
8 坂田 百合子 岩手県 イオン東北（株） 284 ( 8)


