
 H27年度 東京都選手権大会 ２０１５年１１月２３日

  第一射群   第二射群   第三射群

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

25 25 25

26  高橋  秀誠  中　央 26  小野田克彦  中　央 26  今仲　　章  新　宿

27  馬場  保司  新　宿 27  樺島    司  新　宿 27  大竹　正人  台　東

28  今仲　　章  新　宿 28  千葉  宣夫  墨　田 28  田中　智晴  目　黒

29  深澤  英樹  文　京 29  山本    亙  墨　田 29  阿部　徳彦  世田谷

30  大門　省吾  墨　田 30  方山タカシ  大　田 30  土屋　充幸  世田谷

31  松原茂登樹  大　田 31  宇留賀洋祐  大　田 31  井上　達巳  世田谷

32  西島  真一  世田谷 32  大滝 健太郎  大　田 32  中田　順子  渋　谷

33  橋本  潤一  世田谷 33  松岡　秀樹  世田谷 33  岩崎  京司  武蔵野

34  若林    正  渋　谷 34  横林  康平  世田谷 34

35  後藤　　博  中　野 35  羽生田　修  世田谷 本射 １２：０５～

36  影山　喜文  杉　並 36  若林  秀子  渋　谷

37  林　　龍一  練　馬 37  平山　周三  中　野 第三射群

38  松木　  明  練　馬 38  山崎  英男  練　馬 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名

39  渡邊  久生  足　立 39  水野  昭洋  足　立 35  高橋　秀典  新　宿

40  中島　栄司  葛　飾 40  横山  常男  江戸川 36  田中　信彦  目　黒

41  大森  和夫  府　中 41  宮本  圭典  立　川 37  原　  英城  世田谷

42 42 38  村中　達郎  世田谷

39  平井　和哉  杉　並

本射　　９：１５～ 本射　１０：４０～ 40  西森　　啓  練　馬

41

本射 １２：０５～

５０ｍＰ６０

５０ｍＰ６０５０ｍＰ６０ ５０ｍ３Ｘ４０



H27年度 東京都選手権大会 ２０１５年１１月２３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  田中　信彦  目　黒 20  日橋　  丈  墨　田
21  阿部　徳彦  世田谷 21  脇本　大輔  目　黒
22  原　  英城  世田谷 22  村林  正敏  葛　飾
23  平井　和哉  杉　並 23  山井　唯男  武蔵野
24  塚田　秀樹  町　田 24
25 25

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
26  土屋　充幸  世田谷 26  仲　　功  目　黒
27  村中　達郎  世田谷 27  松尾　悠佑  世田谷
28  田中　貴久  豊　島 28  橋本  俊明  練　馬
29  峰岸　正弘  練　馬 29  手塚　優希  練　馬
30  武田    弘  足　立 30  河村洋一郎  葛　飾
31  井澤　誠賢  葛　飾 31  勝山　幹也  江戸川
32  粥川　英俊  葛　飾 32  金　振雄  府　中
33 33

本射　　９：１５～ 本射　１１：１５～

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
34  松田  　正  中　央 34  廣木　真理  中　央
35  長宗  祐二  大　田 35  若木　宗彦  目　黒
36  今井  信洋  世田谷 36  久宗　　元  世田谷
37  佐野　健吾  渋　谷 37  田中    清  板　橋 
38  齋藤　和史  荒　川 38  武田    弘  足　立
39  柳沢  義昭  練　馬 39  馬場友美子  葛　飾
40  佐野　嘉信  練　馬 40  片山  　勇  江戸川
41  池上　　啓  葛　飾 41  新田  毅彦  府　中
42  小田部英勝  立　川 42  田渕　丈雅  八王子
43 43

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
44  片山  　勇  江戸川 44  坂井　寛子  府　中
45 45

本射　　９：１５～ 本射　１１：１５～

ＨＲ４０ＭＷ ＨＲ４０ＭＷ


