
順位表

大会名　2019年度東京都秋季大会

種　　目10m AR P60間

期　　日　2019年9月21－22日

会　　場　長瀞射撃場

順位 �射殺 �射座 �束ラID �選手名 �所　属 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �合計 �備　考 

0．0 � 

1 �3－ �21 �12007 �津楊健二郎 �渋谷 �102．4 �100．6 �102．5 �103．7 �99，6 �102．0 �610．8 � 

2 �1－ �21 �27032 �相葉　平治 �町田 �95．7 �93．1 �95．8 �98．9 �96．8 �99．3 �579．6 � 

3 �3－ �22 �16009 �内藤　祐希 �北 �102．2 �98．4 �94．8 �92．0 �94．5 �96．3 �578．2 � 

4 �3－ �20 �18010 �諜栄　昇 �北 �97．5 �93．1 �93，6 �94．2 �93，6 �98．9 �570．9 � 

0．0 � 

※　X圏（インナーテン）は、記録しない。

※電子標的（EST）を使用し、小数点得点を採用しているため、同点の順位決定（タイブレーク）は、

「小数点得点によるシリーズカウントバック」、および、

「小数点得点による1発ごとのカウントパック」

によって決定される。［GTR6．15．1fl

成績発表時間
（0こLo

抗議締切時間 RTSジュリ‾　7



順位表

大会名　2019年度東京都秋季大会

種　　目　50m3×20朋

期　　日　2019年9月21－22日

会　　場　長瀞射撃壇

順位 ��射群 �射座 ��東ラID �選手名 �新　調 �K－1 �� � ��K－2 �÷惑、＝ �� �P－1 � �幾 �三　P－2 � �★∴ ��S一日 �� �≡　S－2　諜熊 ���合計 � �X園 �備　考 

0 � �OX � 

1 ��2－ �17 ��24104 �歳清勝請 �府中 �88 ���一二磐‾ ��89 � � ��96 � �i較 �93 � �∴4： ��86「 ��1∴ �94　－三豊葦葦 ���546 � �17X � 

2 ��3－ �15 ��11021 �阿部徳彦 �世田谷 �91 �� ���94 � � ��92 � � �92 � � ��89 ��：†∴ �87 ��滋－　　545 �� �9X � 

3 ��4－ �16 ��12018 �下山　忠一 �渋谷 �90　≡‾ ���ー漆‾∴i≡ ��95 � � ��93 � �？： �95 � �な∴ ��8511 ��i畿 �83撥一三 ���541 � �16X � 

4 ��1－ �17 ��9110 �脇本　大輔 �目黒 �83　≡； ��� �85 �� � ��95 � � �95 � � �87 ��� � ��鱗　535 �� �14X � 90　三 

5 ��1－ �18 ��29003 �岩館　京司 �武蔵野 �87 �� ���90 � � ��96 � �：6㌧ �95 � � ��7411＿ �� �81 ��∴1：　523 �� �14× � 

e ��3－ �14 ��11031 �土屋　充幸 �世田谷 �91 ���：♀「 ��93 � � ��89 � �露 �93 � �羅 ��76 ��楽 �78　∴∴0∴ ���520 � �9X � 

7 ��3－ �13 ��11022 �原　葵城 �世田谷 �84 �� ���71 � � �97 �� � �91 � � ��89　‾＝ �� � ��離　516 �� �7X � ー‾瑞≡ �≡　84 

8 ��3－ �16 ��16004 �塚田　勝己 �北 �87 ���：o∴ ��76 � � �93 �� � �94 � � ��76　＿三 �� �82　三雄螺 ���508 � �4× � 

9 ��1－ �14 ��10009 �“神適正度 �大田 �74 ���露 ��79 � � ��88 � �繋 �95 � �畿 ��62 �� �63　∴1： ���461 � �9× � 

10 ��1－ �15 ��18014 �大竹　正人 �板橋 �80： ���麟三三i≡ ��80 � � ��91 � �亮 �88 � �彊 ��60； �� �51霧繋≡ ���450 � �3X � 

1 � �2－ � � �8006 �鈴木明彦 �品川 �∴「 �9 ��一線ii！ ��71 � � ��85 � �擬 �82 � �‘∴ ��60 �ii鰯i葦 ��∴∴ �7　二i‾i‾11116 ��434 � �OX � 
∴∴∴ ��� �� 

0 �� �OX � 

※　電子標的（EST）を使用し、整数点　とX固くインナーテン）を、記録する。

※　整数得点を採用し、同点の順位決定（タイブレーク）は、

a）X国（インナーテン）の数の多い者

b）「整数点得点によるシリーズカウントバック」、および、

c）「整数点得点による1発ごとのカウントバック」

によって決定する。　［GTR6．15．1abc］

なお、d）「少数点得点による1発ごとのカウントパック」は、ESTの設定上実施しない。

成繊表時間　　は二十〇

抗議締切軸　　　卓二SD mSジュリ‾



順位表

大会名　2019年度東京都秋季大会

種　　目　50格P60肌

潮　　目　2019年9月21－22日

会　　場　畏瀞射撃場

順位 �射群 �射座 �京ラD �選手名 �所原 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �全部 �備　考 

0．0 � 

1 �5－ �31 �0016 �今仲　葦 �断碑 �105．3 �103．1 �101．0 �101．7 �100．7 �103．3 �615．1 � 

2 �6－ �32 �6019 �山本　亙 �鶴田 �103．1 �101．0 �101．9 �101．1 �102．6 �103．5 �613．2 � 

3 �4－ �31 �3111 �高締秀典 �新宿 �101．2 �100．7 �102．4 �101．5 �102．7 �102．5 �611．0 � 

4 �4－ �35 �11029 �松岡　秀樹 �世田谷 �102．4 �100．5 �101．8 �102．7 �100．7 �98．8 �606，9 � 

5 �3－ �31 �8013 �小野濃良輪 �品川 �99．7 �100．1 �101．4 �101．3 �96．3 �101．2 �600．0 � 

e �2－ �40 �29011 �原田　賢 �武蔵野 �101．8 �97．5 �100．6 �98．5 �101．5 �99．4 �599．3 � 

7 �6－ �35 �11114 �矢橘　晃 �世田谷 �102．3 �97．9 �99．2 �99．3 �98．7 �99．7 �597．1 � 

8 �2－ �38 �22022 �片山　勇 �江戸川 �100．1 �101．3 �100．5 �99．9 �97．7 �97．5 �597．0 � 

9 �5－ �42 �24114 �申辻　一貫 �府中 �89．4 �96．2 �97．5 �100．1 �98．9 �102．1 �594．2 � 

10 �2－ �33 �12006 �若林、秀子 �渋谷 �95．8 �99．9 �97．5 �100．1 �101．5 �99．4 �594．2 � 

11 �1－ �30 �5011 �手塚啓文 �台東 �100，4 �99．5 �95，5 �95．4 �100．6 �1023 �593．7 � 

12 �1－ �31 �9061 �豊島　洋 �目黒 �99．3 �100．7 �98．0 �99．8 �97．7 �97．0 �592．5 � 

13 �2－ �31 �9054 �開　発僧 �日照 �94．9 �101．3 �98．0 �100．3 �98．7 �99．2 �592．4 � 

14 �4－ �41 �24008 �大森和実 �府中 �98．8 �100．6 �95．8 �99．1 �96．6 �98，1 �589．0 � 

15 �6－ �42 �2餌は3 �宮本壷輿 �立川 �100．5 �98．3 �96．4 �96．8 �99．8 �95．9 �587．7 � 

16 �4－ �30 �1014 �小野田寛彦 �中央 �97．0 �97．6 �98．0 �96．8 �95．5 �97．8 �582．7 � 

17 �2－ �32 �12003 �浅間孝二 �渋谷 �98．4 �97．6 �92．5 �98．2 �96．1 �98．0 �580．8 � 

18 �4－ �37 �13014 �平山　周三 �中野 �97，4 �94．5 �93．9 �98．6 �98．4 �97．6 �580．4 � 

19 �3－ �34 �14005 �松本俊一 �杉並 �92．4 �98．5 �98．8 �98．6 �97．9 �94．1 �580．3 � 

20 �5－ �40 �22010 �穐山常男 �江戸川 �98．7 �95．3 �94．1 �94，2 �95．7 �101．0 �579．0 � 

21 �5－ �41 �24115 �細谷宰生 �府中 �92．8 �94．5 �98．8 �98，4 �94．2 �100．1 �578．8 � 

22 �6・－ �30 �3025 �柵島　司 �新宿 �96．9 �96．2 �96．4 �96．9 �94．1 �97．4 �577．9 � 

23 �1－ �32 �11026 �森　阜也 �世田谷 �96．8 �98．2 �96．3 �97．1 �90．5 �96．4 �576．3 � 

24 �6－ �37 �13011 �中津　敬 �中野 �95．6 �96．3 �91．9 �100．7 �94．9 �96．8 �576．2 � 

25 �1－ �39 �25017 �田辺茂雄 �東村山 �95．0 �97．0 �94．4 �96．7 �96．3 �94．5 �573．9 � 

26 �3－ �37 �21013 �瀧田　芳美 �葛飾 �97．0 �94．0 �93．0 �98．5 �93．6 �97．7 �573．8 � 

27 �3－ �40 �27014 �茂木裕之 �町田 �96。0 �93．1 �97．4 �95．4 �96．6 �94．8 �573．3 � 

28 �4－ �42 �24005 �石川行裕 �府中 �97．2 �98．1 �99．0 �96．3 �92．7 �如．0 �573．3 � 

23 �2－ �30 �6014 �千葉重夫 �長田 �98（） �95．5 �93．1 �96．4 �92．6 �97．5 �573．1 � 

30 �6－ �31 �4104 �窪寺飯事 �文京 �96．0 �93，7 �92．5 �99，8 �92．8 �97．6 �572．4 � 

1－　3



順位 �射群 �射座 �京ラm �選手名 �所　膚 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �合計 �備　考 

31 �2－ �34 �1仙8 �丸山　恵史 �杉並 �92．9 �91．3 �95．5 �96．3 �100．4 �95．9 �572．3 � 

32 �5－ �33 �7013 �疲　広介 �江東 �92．3 �96．0 �96．8 �95．9 �94．9 �95．2 �571．1 � 

33 �3－ �39 �25026 �上田　隆 �東村山 �91．6 �95．5 �94．5 �97．5 �95，8 �940 �568．8 � 

34 �3－ �35 �18007 �有縁雄司 �額練 �89．3 �97，8 �97．2 �93．6 �97．8 �93．0 �568．7 � 

35 �5・－ �39 �21101 �井綱目職質 �葛飾 �99．4 �89．0 �95．1 �98．3 �89，4 �96．9 �568．1 � 

36 �3－ �38 �25007 �鎌田　正平 �東村山 �89．9 �97、3 �93．0 �97．6 �97．3 �83．0 �568．1 � 

37 �4－ �34 �10024 �松下　喧 �大田 �96．0 �99．0 �93．3 �97．2 �93．0 �88．3 �567，8 � 

38 �2－ �35 �18012 �神林　請 �撮禰 �91．5 �92．1 �06．3 �95．3 �96．1 �95．2 �566．5 � 

39 �3－ �32 �1脚09 �補遺　正廉 �大田 �93．1 �90－7 �91．9 �97．1 �96．4 �96．7 �565．9 � 

40 �6－ �43 �28027 �稲葉健忘節 �八王子 �97．6 �87．9 �96．0 �90．3 �93．4 �99．0 �564．8 � 

41 �6°－ �41 �24034 �西原運裕 �府中 �89，6 �97．6 �90．5 �95．2 �92．3 �98．9 �564．1 � 

42 �1－ �41 �29劇場 �山井唯男 �武蔵野 �88．4 �84．7 �95．5 �97．9 �97．2 �90．2 �563，9 � 

43 �4・－ �39 �21022 �矢溝喜太郎 �葛飾 �96．0 �89．7 �94．2 �94．9 �96．0 �91．4 �562．2 � 

44 �5－ �34 �11010 �佐田　家則 �世田谷 �94．4 �100．1 �94．7 �93．3 �85．6 �91．8 �559．9 � 

45 �1－ �34 �14017 �大木哲也 �杉並 �92．7 �89．6 �92，8 �930 �95．4 �95．5 �559．0 � 

46 �4－ �43 �26045 �大塔哲哉 �立川 �92．0 �89．7 �93．5 �94．6 �96．8 �90．9 �557．3 � 

47 �6－ �34 �11劇場 �機構龍平 �世田谷 �92．3 �87．4 �94．8 �95．0 �93．5 �93．1 �556．1 � 

48 �2－ �36 �19膜）9 �西森組日子 �練馬 �92．5 �95．7 �90．1 �92．6 �95．3 �89．1 �555．3 � 

48 �1－ �38 �21015 �張警部男 �葛飾 �90．3 �94．0 �95．0 �93．7 �92．5 �89．5 �555．0 � 

50 �2°－ �39 �25027 �大塚正樹 �東村山 �88．5 �92．4 �94．7 �95．8 �88．8 �94．0 �554．2 � 

51 �6－－ �38 �20012 �水野田津 �足立 �85．9 �88．6 �92．6 �93．2 �98．4 �94．8 �553．5 � 

52 �5－ �30 �2005 �丸山隆義 �港 �90．4 �94．6 �95．5 �94．3 �88．8 �88．2 �551．8 � 

53 �5－ �38 �19029 �門田　蟻事 �線照 �94．4 �88．9 �84．6 �97，7 �86．2 �89．7 �551．5 � 

54 �2－ �37 �21105 �河村洋一郎 �葛飾 �85．6 �90．9 �90．5 �96．6 �91．8 �93．2 �548，6 � 

55 �5－ �36 �13013 �新責　和夫 �中野 �943 �94．4 �00．1 �94．4 �84．8 �90．0 �548．0 � 

58 �4－－ �40 �21036 �椎名　純 �葛飾 �94．1 �86．5 �89．1 �89．4 �89．3 �96．8 �545．2 � 

57 �4－ �33 �7003 �飯　噴人 �江東 �92．3 �93．5 �81．6 �93．3 �90．4 �93．3 �544．4 � 

58 �1－ �40 �29（調8 �高橋義隆 �武蔵野 �90．3 �84．5 �84．9 �94．7 �96．1 �92．8 �543．3 � 

59 �3－ �33 �12025 �外山靖子 �渋谷 �9書．o �91．5 �91、4 �88．1 �87．5 �93．1 �542．6 � 

eO �1－ �33 �12005 �若棉　正 �淡谷 �89．8 �92、0 �90．0 �88．6 �87．5 �93．3 �541．2 � 

飢 �6－ �36 �11066 �村中　達郎 �世田谷 �88．8 �87．3 �89．2 �90．8 �89．3 �94．8 �540．3 � 

02 �5－ �32 �4002 �鶴田登書道 �文京 �90．2 �89．8 �81．4 �92．9 �96．8 �87．6 �538．7 � 

63 �5－ �37 �13016 �鈴木英雄 �中野 �87．2 �91．2 �93．2 �84．1 �86．7 �95．3 �537．7 � 

04 �4－ �44 �15028 �浅鼻元保 �豊島 �87．5 �92．6 �86．9 �89．8 �90．5 �87．0 �534．3 � 

65 �4－ �32 �4023 �諜温英樹 �文恵 �82．0 �89．3 �91．8 �81．7 �86．4 �91．3 �522．5 � 

66 �6－ �39 �21031 �池上　啓 �葛飾 �89．4 �84．2 �79．0 �92．8 �90．3 �85．3 �521．0 � 

07 �3”－ �30 �餌場1 �大門　省吾 �長田 �82．3 �85．5 �88．5 �95－1 �82．8 �83．8 �516．0 � 

08 �2－ �41 �29009 �田子製絵子 �武蔵野 �89．1 �85．1 �85．0 �89．1 �82．8 �71．7 �502．8 � 

89 �6－ �33 �9065 �近藤正樹 �目黒 �75．3 �85．4 �81．1 �85．3 �85．1 �70．7 �482．9 � 

70 �6－ �40 �23016 �生田　邦彦 �小平 �88．2 �85．6 �78．9 �69．9 �79．2 �80．2 �482．0 � 

2－3



職位 �射群 �射座 �東ラ陣 ��選手名 ���所属 ���1 �2 ��3 �4 ���5 ��6 �全部 ��備　考 

71 �1－ �37 �20029 ��渡辺久生 ���足立 ���82．8 �70．5 ��74．6 �67．7 ���70．7 ��88．1 �454．4 �� 

72 �1－ �36 �18032 ��吉清正輿 ���振練 ���57．4 �82．4 ��75，5 �57．5 ���80．1 ��73．2 �426．1 �� 

73 �5－ �35 �11014 ��山崎清一郎 ���世田谷 ���45．4 �49．8 ��57．3 �61．5 ���54．1 ��58．5 � �26．6 � 

識 � � � �� � ��∴ � �i‾　〝高）、 � � �� �描 ��� � � � � � �� 

∴ ∴： �� 

頴灘漆 ������言：∵ � � 
・′′ ∴＿昔∴十： 懸湊懸 � � � �∴∴∴ � � � � ��1、／iく＼＼＼、i �彬 � ��� ����� �∴∴ ��1／椅 

綴 ��� ��� �� 

0．0 �� 

※X闘（インナーテン）は、記録しない。

※電子標的（お丁）を使用し、小数点得点を採用しているため、同点の順位決定（タイブレーク）は、

「小数点得点によるシリーズカウントバック」、および、

rI小数点得点による1発ごとのカウントパック」

によって決定される。［GTR6．15．1f］

成績発表時間 腿！圃
抗議締切時間

3－3



順位

大会名　2019年度東京都秋季大会

種　目　50m F40間

期　日　2019年9月21日

会　場　長瀞射撃場

順位　射群　射座　東ラID　　選手名　　所　属　　1　X　　2　　X　　3　　X　　4　　X　　合計　X固　　備考

1　　1－25　　18031　　千葉　敏和　　　板橋　　102．1　3　103．5　6　101．6　　3　104，2　8（411．4　－　20X

※　電子標的（EST）を使用するが、X圏（インナーテン）は、記録する。

※　小数点得点を採用しているが、同点の順位決定（タイブレーク）は、

a）X圏（インナーテン）の数の多い者

b）「小数点得点によるシリーズカウントバック」、および、

「小数点得点による1発ごとのカウントバック」

によって決定する。

成績発表時間　　　年中や

抗議締切時間 RTSジュリー　兎

表



順位表

大会名　2019年度東京都秋季大会

種　　目　50軸P60榔スコープ

期　　日　2019年9月21－22日

会　　場　長瀞射撃場

順位 �射精 �射座 �東ラID �選手名 �所属 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �合計 �備　考 

1 �5－ �27 �11009 �酉島　露－ �世田谷 �102．9 �99．3 �105．4 �103．5 �102．4 �102．9 �616．4 � 

2 �2－ �26 �10015 �方山　タカシ �大田 �102．5 �100．9 �103．2 �101．8 �100．4 �100．2 �613．0 � 

3 �2－ �27 �27027 �山田　祐治 �町田 �100．4 �103．5 �99．3 �101．1 �101．5 �102。0 �607．8 � 

4 �5－ �26 �4003 �古川雅邑 �文京 �99．3 �100、8 �102．0 �98．8 �101．1 �100．2 �602．2 � 

5 �4－ �27 �11105 �羽生田　儀 �世田谷 �100．0 �100．8 �100．5 �99．1 �99．5 �99．6 �599．5 � 

6 �4－ �28 �24107 �鈴木　洋 �府中 �100．8 �100．9 �99．6 �98．8 �100．8 �98．1 �599．0 � 

7 �4－ �26 �3006 �馬場保司 �新宿 �100．0 �101．6 �100．0 �99、3 �99．7 �98．1 �598．7 � 

8 �6－ �27 �11113 �松尾哲司 �世田谷 �100．4 �97．5 �101．4 �101．3 �101．4 �96．5 �598．5 � 

9 �1－ �26 �1032 �精　練治 �中央 �101．4 �94．9 �101．2 �94．9 �100．1 �98．9 �591．4 � 

10 �1－ �27 �11110 �繕本潤一 �世田谷 �93．6 �95．7 �101．0 �98．0 �101．2 �95．4 �584．9 � 

11 �3－ �26 �100吃0 �飯田　良一 �大田 �93．6 �99．3 �93．6 �96．5 �95．9 �93．6 �572．5 � 

12 �3－ �27 �27028 �横山勝産 �町田 �99．2 �84．4 �98．8 �94．5 �98．1 �87．5 �572．5 � 

13 �6－ �28 �21024 �園田あい子 �町田 �95．5 �95．2 �94．5 �88．1 �98．1 �90．4 �559．8 � 

14 �6－ �26 �11107 �橋爪健次郎 �世田谷 �98．2 �94．0 �89．0 �91．7 �91．5 �94．6 �559．0 � 

15 �5－ �28 �24018 �圃田　侃 �府中 � � � � � � �0．0 �DNF 

0．0 � 

0．0 � 

※　X圏（インナーテン）は、記録しない。

※　電子標的（ESnを使用し、小数点得点を採用しているため、同点の順位決定（タイブレーク）は、

「小数点得点によるシリーズカウントバック」、および、

「小数点得点による1発ごとのカウント′くック」

によって決定される。［GTR6．15．1f］

成構築義晴間

抗接続切峰動

1－1


