
 H29年度 東京都秋季大会 ２０１７年９月２日

  第一射群   第二射群

射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名 ※　射群は　２日間通しで表示 射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名
26 29003  岩崎  京司  武蔵野 26 8006  鈴木  明彦  品　川
27 27 10009  神通　正廣  大　田
28 28

本射　　９：１５～　　 本射　　１２：０５

５０ｍ Ｆ４０/Ｐ６０Ｓ   第一射群 ５０ｍ Ｐ６０Ｓ   第二射群 ５０ｍ Ｐ６０Ｓ   第三射群

射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名
29 5007  戸谷  治正  台　東 Ｆ 29 27027  山田  祐治  町　田 29 27028  横山  勝彦  町　田
30 10025  藤谷  敏秋  大　田 30 3006  馬場  保司  新　宿 30 29018  高野  喜好  武蔵野
31 31 31

本射　　９：１５～　　 本射　　１０：４０～ 本射　　１２：０５

  第一射群   第二射群   第三射群

射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名
32 1101  橋爪　　章  中　央 32 1032  林　  譲治  中　央 32 5018  北浜　雄嗣  台　東
33 5005  漢人  治郎  台　東 33 4104  窪寺  敏幸  文　京 33 6014  千葉  宣夫  墨　田
34 10024  松下　　直  大　田 34 6031  大門　省吾  墨　田 34 8013  小野澤 良輔  品　川
35 10009  神通　正廣  大　田 35 9065  近藤　正樹  目　黒 35 9029  小笠原利幸  目　黒
36 11061  斎藤　良秀  世田谷 36 10015  方山タカシ  大　田 36 12006  若林  秀子  渋　谷
37 12003  浅間  孝二  渋　谷 37 12005  若林    正  渋　谷 37 14005  松本　俊一  杉　並
38 14007  影山　喜文  杉　並 38 18015  倉島  則夫  板　橋 38 18029  深山  能房  板　橋 
39 25002  伊藤    勤  東村山 39 25007  鎌田　正平  東村山 39 22007  久染　隆夫  江戸川
40 21036  椎名　純  葛　飾 40 22032  千葉　史哉  江戸川 40

本射　　９：１５～　　 本射　　１０：４０～ 本射　　１２：０５

競技役員用

５０ｍ６０ ５０ｍ６０ ５０ｍ６０

５０ｍ  ３ｘ２０ ５０ｍ  ３ｘ２０



 H29年度 東京都秋季大会 ２０１７年９月３日

  第三射群   第四射群

射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名 ※　射群は　２日間通しで表示 射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名
11 11 22016  勝山　幹也  江戸川
12 9110  脇本　大輔  目　黒 12 3010  小野　広人  新　宿
13 15028  浅見　元保  豊　島 13 4007  長谷川晃嗣  文　京
14 19008  西森　　啓  練　馬 14 11031  土屋　充幸  世田谷
15 19081  手塚　優希  練　馬 15 14003  松島    愛  杉　並
16 19085  西川　航矢  練　馬 16 24104  歳清  勝晴  府　中

本射　　９：１５～　　９：００～ 本射　　１２：０５１１：50～

５０ｍ Ｆ４０/Ｐ６０Ｓ   第四射群 ５０ｍ Ｐ６０Ｓ   第五射群 ５０ｍ Ｐ６０Ｓ   第六射群

射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名
17 18031  千葉　敏和  板　橋 Ｆ 17 19068  山崎  英男  練　馬 17 27024  園田あい子  町　田
18 11105  羽生田　修  世田谷 18 4003  古川  雅巳  文　京 18 11009  西島  真一  世田谷
19 12013  鈴木  秀男  渋　谷 19 24107  鈴木　　洋  府　中 19 24018  園田    侃  府　中

本射　　９：１５～　　 本射　　１０：４０～ 本射　　１２：０５

  第四射群   第五射群   第六射群

射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名
25 25 25
26 3111  高橋　秀典  新　宿 26 1014  小野田克彦  中　央 26 1033  高橋  秀誠  中　央
27 4007  長谷川晃嗣  文　京 27 3025  樺島    司  新　宿 27 2005  丸山  隆義  　港
28 11010  佐田  家則  世田谷 28 9010  安田　周左  目　黒 28 11066  村中　達郎  世田谷
29 13010  小池　俊夫  中　野 29 11046  横林  康平  世田谷 29 11114  矢橋　　晃  世田谷
30 13014  平山　周三  中　野 30 13013  新實　和夫  中　野 30 13011  中澤    敬  中　野
31 14003  松島    愛  杉　並 31 13007  後藤　　博  中　野 31 18012  神林    博  板　橋 
32 19032  溝部  政司  練　馬 32 18032  吉沢  正典  板　橋 32 19045  野尻　英一  練　馬
33 19071  松木　  明  練　馬 33 19009  西森紀巴子  練　馬 33 19050  田中　　敏  練　馬
34 21041  中島　栄司  葛　飾 34 20012  水野  昭洋  足　立 34 21105  河村洋一郎  葛　飾
35 21015  張替  郁男  葛　飾 35 21022  矢澤孝太郎  葛　飾 35 21013  澤田  芳美  葛　飾
36 23009  福浦　　敦  小　平 36 24114  中辻　一貴  府　中 36 24034  西原　達裕  府　中
37 24115  細谷　幸生  府　中 37 24005  石川  行裕  府　中 37 24008  大森  和夫  府　中
38 26045  大塚  哲哉  立　川 38 25026  上田    隆  東村山 38 28012  斎田  伸夫  八王子
39 28025  日高　　修  八王子 39 29004  則松  映二  武蔵野 39 22010  横山  常男  江戸川
40 28020  中川  敬夫  八王子 40 29005  二戸  寿雄  武蔵野 40

本射　　９：１５～　　 本射　　１０：４０～ 本射　　１２：０５

５０ｍ６０ ５０ｍ６０ ５０ｍ６０

競技役員用

５０ｍ  ３ｘ２０ ５０ｍ  ３ｘ２０



H29年度 東京都秋季大会 ２０１７年９月２日

※　射群は　２日間通しで表示

１０ｍＰ６０ＭＷ   第一射群 １０ｍＰ６０ＭＷ   第二射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

22 29008  高橋　義隆  武蔵野 22 27032  相葉　平治  町　田
23 23

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

１０ｍＳ６０Ｍ   第一射群 １０ｍＳ６０Ｍ   第二射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

24 8006  鈴木  明彦  品　川 24 9126  平義　竜也  目　黒
25 8013  小野澤 良輔  品　川 25 13016  鈴木　英雄  中　野
26 29019  佐々木 健人  武蔵野 26

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

１０ｍＳ４０Ｗ   第一射群 １０ｍＳ４０Ｗ   第二射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

27 19025  柳　あさこ  練　馬 27 27022  松嶋  直子  町　田
28 29009  田子 梨絵子  武蔵野 28
29 29

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

ＡＰ６０Ｍ   第一射群 ＡＰ６０Ｍ   第二射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

30 9067  岡田　大輔  目　黒 30 9043  天崎　一貴  目　黒
31 10011  原      治  大　田 31 12020  佐野　健吾  渋　谷
32 14005  松本　俊一  杉　並 32 19035  柳沢  義昭  練　馬
33 20109  鈴木　春雄  足　立 33 20030  鍛冶  邦夫  足　立
34 26012  紫芝  正樹  立　川 34

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

  第一射群   第二射群
射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名 射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名

35 1026  鶴田　正照  中　央 35 25102  吉本  宏司  東村山
36 27042  兼原　利充  町　田 36
37 37

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

競技役員用

ＨＲ４０ＭＷ ＨＲ４０ＭＷ



H29年度 東京都秋季大会 ２０１７年９月３日

※　射群は　２日間通しで表示

１０ｍＰ６０ＭＷ   第三射群 １０ｍＰ６０ＭＷ   第四射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

21 9018  仲　　功  目　黒 21 16010  藤榮    昇    北
22 22

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

１０ｍＳ６０Ｍ   第三射群 １０ｍＳ６０Ｍ   第四射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

23 22016  勝山　幹也  江戸川 23 3020  齋藤　義和  新　宿
24 3010  小野　広人  新　宿 24 9018  仲　　功  目　黒
25 11031  土屋　充幸  世田谷 25 16008  佐野　浩志    北
26 11066  村中　達郎  世田谷 26 21101  井澤　誠賢  葛　飾
27 21105  河村洋一郎  葛　飾 27 21115  粥川　英俊  葛　飾
28 24104  歳清  勝晴  府　中 28

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

１０ｍＳ４０Ｗ   第三射群 １０ｍＳ４０Ｗ   第四射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

29 29 4109  石井明日未  文　京
本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

ＡＰ６０Ｍ   第三射群 ＡＰ６０Ｍ   第四射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

30 1061  河野　陽一  中　央 30 6009  縣　　明彦  墨　田
31 11114  矢橋　　晃  世田谷 31 24023  新田  毅彦  府　中
32 26020  小田部 英勝  立　川 32 26011  橋本  猛史  立　川
33 28014  田渕　丈雅  八王子 33

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

ＡＰ４０Ｗ   第三射群 ＡＰ４０Ｗ   第四射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

34 24110  坂井　寛子  府　中 34
本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

  第三射群   第四射群
射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名 射座№ 東ラNo.  氏      名  支部名

35 2005  丸山  隆義  　港 35 17010  簔輪　幸一  荒　川
36 19083  佐藤　友昭  練　馬 36 19084  佐藤　美佳  練　馬
37 26033  宮本  圭典  立　川 37
38 38

本射　　９：１５～ 本射　　１１：１５～

ＨＲ４０ＭＷ ＨＲ４０ＭＷ

競技役員用


