
 第６９回東京都国体予選会 ２０１4年６月８日

  第一射群   第二射群

射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

25  大竹　正人  台　東 25  塚本　麻由美  新　宿

26  田中　智晴  目　黒 26  小野　広人  新　宿

27  阿部　徳彦  世田谷 27  三島　裕介  墨　田

28  下山  忠一  渋　谷 28  津場　恭平  目　黒

29  松島    愛  杉　並 29  土屋　充幸  世田谷

30  津久浦 弘子  杉　並 30  三浦由美子  渋　谷

31  山本  吉信  八王子 31  生駒　早織  杉　並

32  岩崎  京司  武蔵野 32  有井　真由  練　馬

33 33  歳清  勝晴  府　中

８：４５～９：００～９：１５～１１：００ １１：３５～１１：５０～１２：０５～１３：５０

  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

34  小野田克彦  中　央 34  樺島    司  新　宿 34  高橋  秀誠  中　央

35  深澤　宏樹  文　京 35  高橋　秀典  新　宿 35  今仲　　章  新　宿

36  山本    互  墨　田 36  袴田登喜造  文　京 36  深澤  英樹  文　京

37  神通　正廣  大　田 37  田中　信彦  目　黒 37  千葉  宣夫  墨　田

38  中野  政男  世田谷 38  方山タカシ  大　田 38  関  　光伸  目　黒

39  村中　達郎  世田谷 39  宮下  建毅  世田谷 39  菅原  耕二  世田谷

40  三浦　勝紀  渋　谷 40  羽生田　修  世田谷 40  原　  英城  世田谷

41  荒西　利彦  杉　並 41  平山　周三  中　野 41  横林  康平  世田谷

42  西森　　啓  練　馬 42  松永    修  杉　並 42  後藤　　博  中　野

43  山崎  英男  練　馬 43  影山　喜文  杉　並 43  松島    愛  杉　並

44  金山  典生  府　中 44  林　　龍一  練　馬 44  松木　  明  練　馬

45  中辻　一貴  府　中 45  白髪  明敏  武蔵野 45  二戸  寿雄  武蔵野

46  原田　　賢  武蔵野 46  則松  映二  武蔵野 46

47 47 47

48 48 48

８：４５～９：００～９：１５～１０：０５ １０：１０～１０：２５～１０：４０～１１：３０ １１：３５～１１：５０～１２：０５～１２：５５

射座入 試射 競技開始 射座入 試射 競技開始 射座入 試射 競技開始

※ 当日参加選手は必ず受付を行うこと！！

５０ｍ３Ｘ２０ ５０ｍ３Ｘ２０

５０ｍＰ６０ＭＷ ５０ｍＰ６０ＭＷ ５０ｍＰ６０ＭＷ



第６９回東京都国体予選会 ２０１4年６月８日

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
20  山井　唯男  武蔵野 20
８：４５～９：００～９：１５～１０：１５ １０：４５～１１：００～１１：１５～１２：１５

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
21  小野　広人  新　宿 21  神通　正廣  大　田
22  三島　裕介  墨　田 22  村中　達郎  世田谷
23  津場　恭平  目　黒 23  島崎　弘隆  杉　並
24  土屋　充幸  世田谷 24  田中　貴久  豊　島
25  峰岸　正弘  練　馬 25  橋本  俊明  練　馬
26  藤澤　到  葛　飾 26  龍　尚希  練　馬
27  歳清  勝晴  府　中 27
８：４５～９：００～９：１５～１０：３０ １０：４５～１１：００～１１：１５～１２：３０

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
28  塚本　麻由美  新　宿 28  塚田　新菜  墨　田
29  生駒　早織  杉　並 29  志村　　幸  目　黒
30  有井　真由  練　馬 30
31 31
８：４５～９：００～９：１５～１０：０５ １０：４５～１１：００～１１：１５～１２：０５

ＡＰ６０MW   第一射群 ＡＰ６０MW   第二射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名
32  縣　　明彦  墨　田 32  作本　諭寛  中　央
33  猶村　　洋  目　黒 33  北嶋 那実子  中　央
34  津場　龍二  目　黒 34  坂尻　翔吾  中　央
35  今井  信洋  世田谷 35  森口　真衣  中　央
36  鈴木  秀男  渋　谷 36  渡邉　祐太  中　央
37  佐野　健吾  渋　谷 37  玉造　郁己  中　央
38  荒木　康生  杉　並 38  足立　奏匡  中　央
39  鈴木　春雄  荒　川 39  飯村　嘉一  中　央
40  柳沢  義昭  練　馬 40  三津田 剛三  中　央
41  佐野　嘉信  練　馬 41  蟹江　良平  中　央
42  池上　　啓  葛　飾 42  佐竹　ひかる  中　央
43  馬場友美子  葛　飾 43  山田　有花理  中　央
44  宇都　光明  葛　飾 44  作本　彩香  中　央
45  片山  　勇  江戸川 45  長内　 悠  中　央
46  大藪　昌也  小　平 46  田中    清  板　橋 
47  上田　正美  府　中 47  金山  典生  府　中
48  橋本  猛史  立　川 48  新田  毅彦  府　中
49  田渕　丈雅  八王子 49  小田部英勝  立　川
50 50
８：４５～９：００～９：１５～１０：３０ １０：４５～１１：００～１１：１５～１２：３０

射座入 試射 競技開始 射座入 試射 競技開始

※ 当日参加選手は必ず受付を行うこと！！


