
岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾘｶｰﾌﾞ 成年男子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

19A  古川 高晴 大阪府 近畿大学職員
B  GANTUGS JANTSAN モンゴル国 MONGOLIA
C  長田 來土 京都府 同志社大学大学院

20A  鬼山 直也 大阪府 近畿大学職員
B  OTGONBOLD BAATARKHUYAG モンゴル国 MONGOLIA
C  岩崎 智仁 全日学連 京都産業大学

21A  藤井 望 全日学連 近畿大学
B  DASHNAMJIL DORJSUREN モンゴル国 MONGOLIA
C  佐藤 朱史 全日学連 京都産業大学

22A  岩田 歩 広島県 株式会社エディオン
B  武藤 弘樹 愛知県 トヨタ自動車株式会社
C  大泉 龍晴 全日学連 近畿大学

23A  河田 悠希 広島県 株式会社エディオン
B  戸松 大輔 全日学連 日本体育大学
C  白丸 凌太朗 全日学連 近畿大学

24A  泉 雄也 広島県 広島県立広島工業高等学校教員
B  舟橋 悠矢 全日学連 近畿大学
C  宮下 昌大 全日学連 近畿大学

25A  平林 真知 全日学連 近畿大学
B  八幡 遥真 全日学連 近畿大学
C  中西 絢哉 岡山県 シーアール物流株式会社

26A  小林 司 全日学連 日本体育大学
B  川﨑 陽太 全日学連 近畿大学
C  籠田 晃輝 全日学連 長崎国際大学

27A  木下 征史 東京都 株式会社ゲイン
B  大坪 佑輔 全日学連 近畿大学
C  山中 勇人 全日学連 中央大学

28A  辻 昇平 静岡県 (株)笠子流通
B  今井 雅樹 福井県 福井県立鯖江高等学校職員
C  鈴木 惠一朗 愛知県 野村證券株式会社

29A  大隅 一樹 奈良県 森永乳業株式会社
B  津田 勇志 福井県 福井県立商工高等学校（職員）
C  山下 健友 全日学連 早稲田大学

30A  高山 凌 山梨県 株式会社小泉
B  杉尾 知輝 福井県 福井県立武生高等学校（職員）
C  中根 来木 全日学連 日本福祉大学

31A  星 達也 栃木県 三菱電機株式会社
B  山本 諒 京都府 (株)加美乃素本舗
C  浅井 真二 愛知県 東レ株式会社

32A  金子 卓矢 栃木県 株式会社東光高岳
B  尾上 輝樹 兵庫県  ㈱富士テクノトランス
C  服部 謙一 愛知県 中日本高速道路株式会社

33A  山下 兼矢 栃木県 (株)エコアール
B  井上 直人 京都府 株式会社オプテージ
C  服部 康光 岐阜県 名古屋市立正保小学校　教諭
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾘｶｰﾌﾞ 成年女子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

6A  山中 乃絵留 全日学連 甲南女子大学
B  吉田 美紅 岐阜県 サンメッセ株式会社
C  髙見 愛佳 全日学連 早稲田大学

7A  園田 稚 全日学連 早稲田大学
B  内田 郁美 全日学連 甲南女子大学
C  森 花緒梨 岐阜県 サンメッセ株式会社

8A  髙見 朋夏 全日学連 専修大学
C  深尾 和奏 全日学連 甲南女子大学

9A  畠山 佳菜子 静岡県 株式会社 成興技研
B  渋谷 樹里 全日学連 早稲田大学

10A  市村 牧 東京都 株式会社スウィッシュ・ジャパン
B  居樹 佳奈江 全日学連 近畿大学
C  堀口 理沙 広島県 株式会社エディオン

11A  浅岡 知穂 全日学連 日本体育大学
B  入江 優 岡山県 淳風会健康管理センター
C  樽本 邑里 広島県 株式会社エディオン

12A  西岡 尚美 東京都 東京逓信病院
B  野田 舞 全日学連 周南公立大学
C  森 帆乃花 広島県 日本体育大学

13A  久原 千夏 福井県 福井信用金庫
B  山本 志織 全日学連 近畿大学
C  大橋 朋花 岐阜県 日本特殊陶業株式会社

14A  西嶋 詩緒里 福井県 日本体育大学
B  朝久野 奈波 全日学連 近畿大学
C  桝岡 千乃 全日学連 近畿大学

15A  真柄 結衣 全日学連 近畿大学
B  末松 愛梨 全日学連 近畿大学
C  西村 紗芳 岐阜県 ㈱セイノー商事

16A  安食 萌夏 全日学連 京都産業大学
B  ODONGUA ENKHTUR モンゴル国 MONGOLIA
C  杉本 智美 大阪府 （株）ミキハウス

17A  井上 鈴夏 大阪府 大阪工業技術専門学校
B  ENKHJIN GANCHULUUN モンゴル国 MONGOLIA
C  山内 梓 大阪府 近畿大学職員

18A  安久 詩乃 京都府 株式会社堀場製作所
B  MUNKHCHIMEG BODI モンゴル国 MONGOLIA
C  野田 紗月 全日学連 近畿大学
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾘｶｰﾌﾞ 高校生男子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

19A  野田 慶一郎 東京都 成立学園高等学校
B  奥村 礼矢 神奈川県 星槎国際湘南
C  高橋 蒼平 大阪府 近畿大学附属高等学校

20A  松岡 天丸 東京都 都立足立新田高等学校
B  村田 瑛俊 神奈川県 市立横須賀総合高校
C  白井 航惺 大阪府 近畿大学附属高等学校

21A  武内 俊秀 神奈川県 星槎国際湘南
B  瀬川 凜 神奈川県 東海大学付属相模高等学校
C  富吉 優心 大阪府 近畿大学附属高等学校

22A  宮本 和秀 神奈川県 横浜高等学校
B  岡田 悠十 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  加藤 類 愛知県 南山高等学校男子部

23A  吉田 悠人 奈良県 奈良学園
B  佐藤 宗秋 愛知県 東海高等学校
C  荻野 凌羽 愛知県 愛知産業大学三河高等学校

24A  樋口 陽一 香川県 高松西高等学校
B  安井 舜哉 愛知県 東海高等学校
C  大木 倭 愛知県 愛知産業大学三河高等学校

25A  吉田 健人 東京都 駒場東邦高校
B  竹下 陸翔 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  梶塚 一葉 栃木県 栃木県立烏山高等学校

26A  富岡 幸佑 東京都 東京都立小平高等学校
B  名倉 春日 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  川上 颯太 栃木県 栃木県立烏山高等学校

27A  小宮 悠杜 東京都 獨協高等学校
B  冨田 優明 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  佐藤 義斗 栃木県 栃木県立烏山高等学校
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾘｶｰﾌﾞ 高校生女子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

10A  岸本 美咲 東京都 日本体育大学桜華高等学校
B  古藤 つぼみ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  野村 日彩 京都府 同志社女子高校

11A  勅使河原 京佳 東京都 東京都立第四商業高等学校
B  鈴木 璃蕗 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  石橋 実和 京都府 同志社女子高校

12A  阿久津 永茉 東京都 日本工業大学駒場高等学校
B  清水 菜那弥 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  丸山 瑞木 京都府 同志社高等学校

13A  那須 香音 岡山県 倉敷天城高等学校
B  天野 由結 愛知県 愛知産業大学三河高等学校
C  福岡 令菜 京都府 同志社女子高校

14A  清水 絆栞 岡山県 岡山理科大学附属中学校
B  江口 望 愛知県 中京大学附属中京高等学校
C  道浦 奈緒子 京都府 同志社女子高校

15A  林 若奈 岡山県 倉敷天城高等学校
B  伊奈 愛里彩 愛知県 愛知県立岡崎東高等学校
C  大越 友結 京都府 同志社高等学校

16A  奥村 萌加 岐阜県 関市立旭ヶ丘中学校
B  大田 楓子 東京都 成立学園高等学校
C  泉 華蓮 大阪府 近畿大学附属高等学校

17A  渡邉 万由花 岐阜県 関市立旭ヶ丘中学校
B  古庄 日和子 東京都 都立足立新田高等学校
C  今井 希海 大阪府 近畿大学附属高等学校

18A  服部 晴音 岐阜県 聖マリア女学院高等学校
B  五関 晄子 東京都 東京都立足立新田高等学校
C  和田 蒼 大阪府 近畿大学附属高等学校

8B  石井 美羽 東京都 北区立稲付中学校

9C  大井 梨世 東京都 稲付中学校
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾘｶｰﾌﾞ 小中学生男子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

5B  大橋 陸冬 滋賀県 甲賀市立甲南中学校
C  野村 柊磨 愛知県 岡崎市立矢作中学校

6A  須川 颯真 愛知県 小牧市立北里中学校
C  田中 大結 滋賀県 野洲市立野洲中学校

7A  鶴町 虹太 滋賀県 甲賀市立城山中学校
B  髙井 志道 岐阜県 関市立下有知中学校
C  中本 大地 滋賀県 湖南市立日枝中学校

8A  佐々野 佑弥 福岡県 福岡市立席田中学校
B  大塚 音弥 福岡県 北九州市立永犬丸中学校
C  田中 楓峨 滋賀県 湖南市立甲西北中学校
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾘｶｰﾌﾞ 小中学生女子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

3A  加倉井 玲花 東京都 板橋区立高島第二中学校
B  香山 穂花 福岡県 北九州市立本城中学校

4A  林 なつの 愛知県 小牧市立小牧西中学校
C  藤吉 胡歩 岐阜県 聖マリア女学院中学校
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ 男子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

2A  伴 真一 福岡県 大電株式会社
B  伴 拓磨 大分県 大分東明高校
C  大田 勇太 神奈川県 日研トータルソーシング株式会社

3A  神 省吾 滋賀県 NPO法人アシストアーチェリー
B  長友 文哉 奈良県 ㈱サニコン
C  高宗 瞭羽 全日学連 東海大学　熊本キャンパス
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ 女子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

1A  永野 美穂 愛媛県 大同生命保険株式会社
C  中内田 郁子 滋賀県 滋賀県アーチェリー協会
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾍﾞｱﾎﾞｳ 男子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

35C  市ノ瀬 光昭 愛知県 あずみ苑春日井

36A  花井 達広 大阪府 大阪府アーチェリー連盟
B  貞方 豊 愛知県 愛知労働局
C  神谷 典幸 愛知県 株式会社宮上製作所
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岡崎中央総合公園
多目的広場

17-18 Sep 2022

第6回  ISPS HANDA CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会

ﾍﾞｱﾎﾞｳ 女子

Qualification Round

START LIST BY TARGET

的番号 選手名 所属先

35A  平野 弘美 三重県 三重県アーチェリー協会
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