
第75回都民体育大会(区市町村対抗)春季大会「ライフル射撃」競技

射座割り

１０ｍ競技

第一射群 第二射群 第三射群

ARP60MW AP60MW AR60MW

本射：50分 本射：７５分 本射：７５分

射座入り 　９：１０ １１：００ １３：００

準備・試射 　９：１５ １１：０５ １３：０５

本射開始 　９；３０ １１：２０ １３：２０

本射終了 １０：２０ １２：３５ １３：３５

射座割No. 地区No。 地区名 選手氏名 選手氏名 選手氏名

10

11 39 福生 エントリー無し エントリー無し 細谷　幸生

12 32 町田 山田　祐治 山本　登 松嶋　直子

13 19 板橋 倉島　則夫 後藤　博 田中　清

14 2 中央 エントリー無し エントリー無し 斉藤 徳次

15 9 品川 山田　敏雅 エントリー無し 大島　信彦

16 14 中野 小池　俊夫 エントリー無し 今井　理絵

17 23 江戸川 勝山　幹也 赤塚　理能 瀧本　悠貴

18 12 世田谷 原　英城 室賀　聡 落田　優太

19 7 墨田 梁瀬　敏昭 毛塚　正志 柳瀬　創哉

20 4 新宿 エントリー無し 齊藤　義和 河田　重

21 22 葛飾 張替　郁男 池上　啓 河村　洋一郎

22 13 渋谷 津場　健二郎 エントリー無し 藤井　憲一

23 8 江東 堀井　泰博 エントリー無し 岡野　宏

24 5 文京 深澤 宏樹 エントリー無し 袴田　登喜造

25 15 杉並 松永　修 丸山　惠史 生駒　早織

26 10 目黒 田島　理博 天﨑　一貴

27 20 練馬 西森　啓 佐藤　美佳 栗田　智拓

28 24 八王子 杉森　敦 田渕　丈雅 日高　修

29 29 府中 エントリー無し 新田　毅彦 横田　駿貴

30 21 足立 水野　昭洋 エントリー無し 武田　弘

31 11 大田 松原　茂登樹 エントリー無し エントリー無し

32 34 小平 篠原　元 エントリー無し 鈴木　不二雄

33 6 台東 エントリー無し エントリー無し エントリー無し

34

2022年5月1日

監督会議開始時間　８：３０　厳守



第75回都民体育大会(区市町村対抗)春季大会「ライフル射撃」競技

射座割り

５０ｍ競技

第一射群 第二射群

３０×２０MW Ｐ６０MＷ

本射：９０分 本射：５０分

射座入り 　９：１０ １１：４０

準備・試射 　９：１５ １１：４５

本射開始 　９；３０ １２：００

本射終了 １１：００ １２：５０

射座割No. 地区No。 地区名 選手氏名 選手氏名

10

11 6 台東 エントリー無し 手塚　啓文

12 23 江戸川 片山　勇 麻生　誠

13 10 目黒 佐々木　健人 内田　翔

14 19 板橋 大竹　正人 片山　隆

15 22 葛飾 小野田　克彦 井澤　誠賢

16 21 足立 エントリー無し 山本　亙

17 9 品川 鈴木　明彦 小野沢　良輔

18 2 中央 佐橋　朋木 下川　篤

19 23 八王子 小倉　公彦 太田　寛道

26 15 杉並 吉野　浩一郎 松島　愛

27 8 江東 香川　大樹 森　広介

28 11 大田 エントリー無し 大滝　健太郎

29 20 練馬 谷川　諒 林　龍一

30 12 世田谷 阿部　徳彦 西島　眞一

31 4 新宿 小野　広人 高橋　秀典

32 26 武蔵野 岩崎　京司 山井　唯男

33 32 町田 土屋　充幸 塚田　秀樹

34 5 文京 深澤　佑樹 長谷川　晃嗣

35 13 渋谷 吉本　衣江 山口　有久

36 14 中野 宗崎　眞理子 新實　和夫

37 7 墨田 中島　啓之 千葉　宣夫

38 29 府中 中辻　一貴 片嶋昌也　

39 34 小平 エントリー無し 佐藤　邦彦

40

2022年5月1日

監督会議開始時間　８：３０　厳守


