
 H27年度夏季普及大会 ２０１５年７月１９日

  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

25 25 25

26  若林  秀子  渋　谷 26  千葉　敏和  板　橋 26  亀岡  信幸  世田谷

９：１５～９：５５ １０：４０～１１：２０ １２：０５～１２：４５

  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

27  林　  譲治  中　央 S 27  馬場  保司  新　宿 S 27  須貝  文晴  墨　田 S

28  方山タカシ  大　田 S 28  石塚  康仁  墨　田 S 28  鶴岡  徳幸  大　田 S

29  田村  敏廣  世田谷 S 29  松原茂登樹  大　田 S 29  西島  真一  世田谷 S

30  中松嘉一郎  豊　島 S 30  鈴木　　洋  府　中 S 30  園田あい子  町　田 S

31  水口  富夫  東村山 S 31  山田　　明  府　中 S 31  鈴木  秀男  渋　谷

32  若林    正  渋　谷 S 32  橋爪　　章  中　央 32  窪寺  敏幸  文　京

33  下山  忠一  渋　谷 33  原田　勝美  新　宿 33  深澤　佑樹  文　京

34  丸山  隆義    港 34  深澤　宏樹  文　京 34  土屋　充幸  世田谷

35  深澤  英樹  文　京 35  手塚  啓文  台　東 35  村中　達郎  世田谷

36  大門　省吾  墨　田 36  山本    亙  墨　田 36  山村　僚  世田谷

37  森 誉志也  目　黒 37  戒能　洋平  江　東 37  中田　順子  渋　谷

38  横林  康平  世田谷 38  小林　美佳  世田谷 38  山口　有久  渋　谷

39  斎藤　良秀  世田谷 39  山崎浩一郎  世田谷 39  中澤    敬  中　野

40  冨沢  久夫  渋　谷 40  外山  陽子  渋　谷 40  松本　俊一  杉　並

41  平山　周三  中　野 41  大木  哲也  杉　並 41  平井　和哉  杉　並

42  浅見　元保  豊　島 42  倉島  則夫  板　橋 42  久染　隆夫  江戸川

43  佐藤　友香  荒　川 43  深山  能房  板　橋 43  片山  　勇  江戸川

44  水野  昭洋  足　立 44  藤田  　稔  江戸川 44  福浦　　敦  小　平

45  荒井　俊夫  小　平 45  山村　行也  府　中 45  大森  和夫  府　中

46  日高　　修  八王子 46  栗原　清治  八王子 46

47 47 47

９：１５～１０：０５ １０：４０～１１：３０ １２：０５～１２：５５

競技開始 競技開始 競技開始

※ 参加選手は 当日 必ず受付を行うこと！！
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５０ｍＰ６０ＭＷ ５０ｍＰ６０ＭＷ ５０ｍＰ６０ＭＷ
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H27年度夏季普及大会 ２０１５年７月１９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  平井　和哉  杉　並 20  塚田　秀樹  町　田
21  相葉　平治  町　田 21  高橋　義隆  武蔵野
22  山井　唯男  武蔵野 22

９：１５～１０：１５ １１：１５～１２：１５

１０ｍＳ６０ＭＷ   第一射群 １０ｍＳ６０ＭＷ   第二射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名
23  深澤　佑樹  文　京 23  関口　光一  目　黒
24  仲　　功  目　黒 24  宮本　聖也  目　黒
25  土屋　充幸  世田谷 25  櫻井　智明  渋　谷
26  村中　達郎  世田谷 26  鈴木　英雄  中　野
27  中田　順子  渋　谷 27  佐野　浩志    北
28  峰岸　正弘  練　馬 28  堀原  秀徳  荒　川
29  粥川　英俊  葛　飾 29  武田    弘  足　立
30  鈴木　不二雄  小　平 30  勝山　幹也  江戸川
31  金　振雄  府　中 31  歳清  勝晴  府　中
32  田子 梨絵子  武蔵野 32  浅野奈津子  府　中
33 33  小池 みのり 中大付属高
34 34

９：１５～１０：３０ １１：１５～１２：３０

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
35  猶村　　洋  目　黒 35  阿久沢博政  中　央
36  鈴木  秀男  渋　谷 36  今井  信洋  世田谷
37  中澤    敬  中　野 37  梅村眞樹子  世田谷
38  松本　俊一  杉　並 38  佐野　健吾  渋　谷
39  石塚　雄司  板　橋 39  田中    清  板　橋 
40  武田    弘  足　立 40  副島  省吾  足　立
41  岩田　利明  江戸川 41  小阪　礼子  江戸川
42  歳清  勝晴  府　中 42  新田  毅彦  府　中
43  小田部英勝  立　川 43  宮本  圭典  立　川
44  園田あい子  町　田 44  田渕　丈雅  八王子
45 45

９：１５～１０：３０ １１：１５～１２：３０

ＨＲ４０ＭＷ   第一射群 ＨＲ４０ＭＷ   第二射群
射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名 射座№ 東ラＩＤ  氏      名  支部名
46  片山  　勇  江戸川 46  水口  松美  目　黒
47  平舘  勝紘  小　平 47  永井　伸芳  府　中
48  坂井　寛子  府　中 48
49 49

９：１５～１０：１５ １１：１５～１２：１５

競技開始 競技開始

※ 参加選手は 当日 必ず受付を行うこと！！


