














大会名 天候
期日 カテゴリー リカーブ小中学生女子

会場 ラウンド名 決勝ラウンド

予選順位 選手名 所属 エキシビジョンマッチ2

大会名 天候
期日 カテゴリー リカーブ小中学生女子

会場 ラウンド名 決勝ラウンド

予選順位 選手名 所属 エキシビジョンマッチ1

Recurve : Final round Printing: 2015/02/15 12:18
Data Processing by SEIKO

 （2） 勝
杉林　りな 近畿大学

6666 (28,27,29,26,30)

4444 (25,0,29,0,27,28,29)
古川　由紀乃 江戸川区立小岩第二中学校

 （1） 優

組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果） 【確定】【確定】【確定】【確定】

第24回全日本室内アーチェリー選手権大会
2015/02/14～2015/02/15
宇土市民体育館

優

組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果） 【確定】【確定】【確定】【確定】

第24回全日本室内アーチェリー選手件大会
2015/02/14～2015/02/15
宇土市民体育館

長崎国際大学
6666 (25,30,28,30,27)

4444 (27,27,28,28,27)
古川　由紀乃 江戸川区立小岩第二中学校

 （29）

Recurve : Final round Printing: 2015/02/15 11:22
Data Processing by SEIKO

 （30） 勝
鳥居　佳世



大会名 天候
期日 カテゴリー
会場 ラウンド名

予選順位 選手名 所属 S-Final Final

Recurve : Final round Printing: 2015/02/15 12:28
Data Processing by SEIKO

三

 （6） 位
戸松　大輔 愛知産業大学三河中学校

5555 T9(27,30,27,28,26)

6666 T10*(29,27,25,28,28)
谷田　湧斗 栄東中学校

 （5）

 （34） 0000 (24,27,28,0,0)
2 戸松　大輔 愛知産業大学三河中学校

0000 (28,24,27,0,0)

3 吉山　遼 広島県廿日市市立佐伯中学校

 （33）  （2）

優

6666 (29,26,28,0,0) 勝

6666 (29,28,29,0,0)

 （32）  （1）
4 谷田　湧斗 栄東中学校

1111 (27,29,28,28,0)

宇土市民体育館 決勝ラウンド

7777 (30,30,28,29,0)
1 青島　鉄也 長崎市立緑が丘中学校

 （31）

組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果） 【確定】【確定】【確定】【確定】

第24回全日本室内アーチェリー選手権大会 晴れ
2015/02/14～2015/02/15 リカーブ小中学生男子



大会名 天候
期日 カテゴリー
会場 ラウンド名

予選順位 選手名 所属 S-Final Final

Compound Women : Final round Printing: 2015/02/15 12:53
Data Processing by SEIKO

三

 （2） 位
秋山　なるみ 新日鐵住金(株)君津製鐵所

139139139139

136136136136
遊佐　萌藍 同志社大学

 （1）

 （20） 142142142142[T9]
2 本多　由美子 北海道アーチェリー連盟

142142142142

3 秋山　なるみ 新日鐵住金(株)君津製鐵所

 （19）  （2）

優

138138138138 勝

142142142142[T8]

 （18）  （1）
4 遊佐　萌藍 同志社大学

138138138138

宇土市民体育館 決勝ラウンド

140140140140
1 平沢　奈古 (株)アクト・テクニカルサポート

 （17）

組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果） 【確定】【確定】【確定】【確定】

第24回全日本室内アーチェリー選手権大会 晴れ
2015/02/14～2015/02/15 コンパウンド　女子



大会名 天候
期日 カテゴリー
会場 ラウンド名

予選順位 選手名 所属 1/4 S-Final Final

Compound Men : Final round Printing: 2015/02/15 13:13
Data Processing by SEIKO

三

 （4） 位
塚本　恭司 （株）デンソーウェーブ

145145145145

144144144144
牧野　吉朗 東京医科大学

 （3）

 （24） 145145145145
2 山本　悠太 渋谷アーチェリー

147147147147

7 蔭山　亮 名古屋大学大学院

 （23）  （24）

 （2）

143143143143 145145145145

 （22）  （23）
6 野々下　進 佐伯市アーチェリー協会

141141141141

3 塚本　恭司 （株）デンソーウェーブ

 （21） 143143143143

優

145145145145 勝

4 瀧瀬　裕貴 愛知学院大学
145145145145

 （20） 141141141141

141141141141  （1）
5 矢花　真祐 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

 （19）  （22）

8 牧野　吉朗 東京医科大学
144144144144[T9*] 143143143143

 （17） 140140140140

 （18）  （21）

宇土市民体育館 決勝ラウンド

144144144144[T9]
1 島田　隆之 渋谷アーチェリー

組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果） 【確定】【確定】【確定】【確定】

第24回全日本室内アーチェリー選手権大会 晴れ
2015/02/14～2015/02/15 コンパウンド　男子



大会名 天候
期日 カテゴリー
会場 ラウンド名

予選順位 選手名 所属 1/16 1/8 1/4 S-Final Final

組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果） 【確定】【確定】【確定】【確定】

第24回全日本室内アーチェリー選手権大会 晴れ
2015/02/14～2015/02/15 リカーブ　女子
宇土市民体育館 決勝ラウンド

1 林　勇気 ㈱堀場製作所
6666 (28,29,28,28,0)

 （9）

6666 (28,30,30,0,0)

2222 (29,27,28,28,0)  （27）
17 小笠原　瞳 近畿大学

 （1）  （10）

 （2） 2222 (29,27,24,27,0)
16 遠間　あずさ 日本体育大学

6666 (29,28,29,28,0) 5555 T9(27,29,29,28,28)

 （35）
9 舩見　真奈 山形県立鶴岡南高等学校

0000 (27,29,26,0,0)

 （11）

 （28）

0000 (27,28,27,0,0)

 （12）

6666 (29,30,27,0,0)
8 川渕　真弓 近畿大学

3333 (28,30,28,29,29)

 （1）
5 西村　紗芳 株式会社セイノー商事

6666 (29,26,29,0,0)

 （13）

6666 (28,30,29,29,27)

 （29）

 （14）

0000 (28,25,28,0,0)
12 小城　碧 日本体育大学

 （36）

6666 T8*(28,26,29,26,29) 6666 T10(26,28,29,29,30)
13 大嶋　恵 医療法人　彌栄会

 （3） 4444 (30,26,28,28,24)

 （4）  （15）
20 世継　叶海 滋賀県立大津商業高等学校

5555 T8(27,28,27,27,29)  （30）

4444 (29,30,27,27,27)

 （16）

6666 (28,29,28,28,27)
4 西野　汐梨 日本体育大学

優

勝
3 川中　香緒里 ミキハウス

6666 (29,30,29,30,0)

4444 (28,30,28,30,28)

 （17）

0000 (28,28,28,0,0)  （31）
19 深澤　菜見 三井住友海上火災保険（株）

 （5）  （18）

 （6） 2222 (30,29,27,28,0)
14 吉田　優衣 長崎国際大学

6666 (29,30,29,0,0) 6666 (28,30,30,28,0)

 （37）
11 杉本　智美 近畿大学

6666 (28,30,30,29,0)

 （19）

 （32）

6666 (30,30,29,27,28)

 （20）

2222 (29,29,28,27,0)
6 加藤　綾乃 近畿大学

 （2）

7777 (29,29,29,29,30)
7 佐藤　真奈美 同志社大学

6666 T10(28,26,26,26,28)

 （21）

6666 T10(26,28,29,29,30)

 （33）

 （22）

5555 T9(27,27,26,28,27)
10 鳥居　佳世 長崎国際大学

 （38）

6666 (30,29,29,0,0) 2222 (28,28,29,28,0)
15 久原　千夏 近畿大学

 （7） 6666 T10(29,27,28,30,27)

 （8）  （23）
18 及川　未稀 日本体育大学

0000 (26,27,28,0,0)  （34）

5555 T9(29,29,29,28,27)

 （24）

5555 T9(27,28,28,29,28)

林　勇気 ㈱堀場製作所
 （7）

2 杉林　りな 近畿大学

佐藤　真奈美 同志社大学
5555 T9(27,29,29,29,29)

6666 T9*(29,28,28,30,29)

Recurve Women : Final round Printing: 2015/02/15 13:30
Data Processing by SEIKO

三

 （8） 位



大会名 天候
期日 カテゴリー
会場 ラウンド名

予選順位 選手名 所属 1/16 1/8 1/4 S-Final Final

組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果）組合せ表（結果） 【確定】【確定】【確定】【確定】

第24回全日本室内アーチェリー選手権大会 晴れ
2015/02/14～2015/02/15 リカーブ　男子
宇土市民体育館 決勝ラウンド

6666 T10*(30,29,30,29,28)

1 河田　悠希 広島県立佐伯高等学校
 （9） 6666 (29,29,30,28,0)

 （10）  （27）
32 窪田　晟也 日本工業大学駒場高等学校（NIT)

5555 T10(29,29,30,29,30) 7777 (29,30,29,30,0)

6666 (29,27,30,29,29)  （35）
17 古賀　翔汰 佐賀県立高志館高等学校

 （11）  （28）

 （12） 2222 (28,30,28,27,0)
16 不破　俊典 日本体育大学

4444 (28,30,26,29,29) 5555 T10(29,29,30,29,27)

6666 T10(29,30,29,28,29)  （39）
9 山本　和樹 近畿大学

 （13） 6666 (28,29,30,30,0)

 （14）  （29）
24 竹内　悠真 専修大学

5555 T9(28,20,30,29,29)  （36）

4444 (28,28,29,29,28) 1111 (27,29,29,29,0)
25 鬼山　直也 近畿大学

 （15）  （30）

 （16） 2222 (29,28,29,29,0)
8 大井　一輝 慶應義塾大学

6666 (28,30,28,29,29) 3333 (28,28,30,30,28)

7777 (29,29,30,29,30)  （1）
5 前田　悠帆 明治大学

 （17） 7777 (29,29,29,28,29)

 （18）  （31）
28 竹内　巧 近畿大学

3333 (28,30,30,27,28) 6666 (30,29,28,30,0)

2222 (29,26,30,28,0)  （37）
21 岡田　拓己 同志社大学

 （19）  （32）

 （20） 3333 (29,26,28,29,26)
12 大塚　謙史 株式会社拓新

6666 (30,28,29,29,0)  （40）

6666 T9*(30,29,30,29,26) 6666 T10*(30,29,27,29,27)

13 杉尾　智輝 近畿大学
 （21） 6666 T10(29,28,28,30,28)

 （22）  （33）
20 菊地　栄樹 株式会社エディオン

5555 T9(29,29,29,30,28)  （38）

6666 (27,30,29,29,0) 2222 (28,28,29,28,0)
29 田中　克英 中央大学

 （23）  （34）

 （24） 5555 T9(26,29,28,29,30)
4 佐々木　和真 サンメッセ株式会社

2222 (27,28,28,29,0) 優

7777 (28,30,29,29,29) 勝
3 金子　令 朝日町立朝日小学校

 （27） 6666 (29,30,30,29,30)

30 佐藤　尚樹 専修大学
3333 (29,29,24,29,28) 4444 (27,28,30,30,29)

 （28）  （35）

6666 (28,28,29,29,0)  （39）
19 岩田　歩 近畿大学

 （29）  （36）

 （30） 4444 (29,29,30,29,30)
14 前田　隆之介 鳥取県立倉吉農業高等学校

2222 (26,27,30,28,0) 6666 T10*(28,29,27,30,30)

6666 (29,29,30,0,0)  （41）
11 本間　薫 自衛隊体育学校

 （31） 1111 (26,28,29,27,0)

 （32）  （37）
22 近藤　直哉 愛知産業大学三河高等学校

0000 (28,27,28,0,0)  （40）

2222 (30,27,27,27,0) 6666 (30,28,29,30,30)
27 駒形　竜成 埼玉県立豊岡高等学校

 （33）  （38）

 （34） 7777 (30,29,29,30,0)
6 古川　高晴 近畿大学生物理工学部　職員

6666 (29,30,30,30,0)  （2）

4444 (29,29,28,28,30) 7777 (29,30,30,29,30)
7 杉本　翔太 株式会社クラブハリエ

 （35） 5555 T9(29,30,29,30,27)

 （36）  （39）
26 津田　勇志 近畿大学

6666 (30,28,30,28,30) 6666 T9(29,30,28,28,27)

2222 (26,25,27,28,0)  （41）
23 六車　大輝 京都産業大学

 （37）  （40）

 （38） 6666 T10(28,29,30,30,29)
10 佐藤　博乙 日本体育大学　教員

6666 (28,27,26,29,0)  （42）

6666 (30,29,30,0,0) 5555 T10(29,20,29,30,29)
15 山本　博 日本体育大学

 （39） 2222 (28,29,28,27,0)

 （40）  （41）
18 山本　雅也 滋賀県立大津商業高等学校

0000 (26,27,28,0,0)  （42）

5555 T8(30,28,29,27,29) 5555 T8(29,29,29,27,28)
31 尾崎　寛人 近畿大学

 （41）  （42）

 （42） 6666 (29,29,28,28,0)

河田　悠希 広島県立佐伯高等学校
 （9）

2 武藤　弘樹 東海高等学校
6666 T10(29,30,29,27,29)

佐藤　博乙 日本体育大学　教員
6666 (30,28,29,30,0)

2222 (29,28,29,29,0)

Recurve Men : Final round Printing: 2015/02/15 13:46
Data Processing by SEIKO

三

 （10） 位


