
　 ※空き射座 　(練習を希望する選手は受付へ申し出て下さい)
射群

時間

射座

1

2 徳島県 前川　愛海 埼玉県 関根　佑夏 山形県 髙橋　茉穂

3 岐阜県 大門　明日香 長崎県 久保　七海

4 富山県 松井　琴美 山形県 髙橋　佳伶 三重県 小倉　唯

5 茨城県 飯村　あゆみ 富山県 森下　由美 千葉県 作田　崚太 富山県 戸田　尚輝 兵庫県 足立　祐基 栃木県 糸井　裕紀

6 茨城県 広瀬　晴菜 和歌山県 町田　莉子 岐阜県 中野　斎暉 岐阜県 河合　哲 岐阜県 横山　義浩 長崎県 谷口　響希

7 滋賀県 高岡　杏 滋賀県 森満　フローリヤン 奈良県 前田　菜々子 埼玉県 大野　健一 三重県 安達　哲平 徳島県 小林　拓実 岐阜県 原　快斗

8 岐阜県 高木　葵 岐阜県 栗田　夏実 滋賀県 城戸　渉太 埼玉県 磯田　和貴 滋賀県 小西　将平 富山県 中川　颯人

9 千葉県 茅野　真帆 埼玉県 田中　美沙 埼玉県 加藤　モナ 埼玉県 大場　二千弥 石川県 齊藤　輝 千葉県 早野　佑久 東京都 大塩　勇斗

10 岐阜県 藤代　佳子 三重県 田中　佑奈 滋賀県 齋藤　理香子 富山県 宮本　愛士 茨城県 飯田　由多加 岐阜県 園部　海斗

11 埼玉県 鈴木　綾乃 石川県 竹内　佑香 茨城県 鈴木　怜奈 宮城県 渡會　壱生 栃木県 伊豆井　拓実 徳島県 清本　晃司 埼玉県 梶原　大聖

12 岐阜県 林　奈央子 富山県 石崎　来果 岐阜県 長谷川　愛美 栃木県 小久保　裕哉 奈良県 田尾　聡明 和歌山県 楠本　和紀

13 滋賀県 勝見　唯夏 愛媛県 竹内　はるな 埼玉県 別府　一樹 愛知県 太田　佳 大分県 竹中　明成

14 岐阜県 前田　望 和歌山県 谷口　萌果 和歌山県 垣本　希穂 東京都 中濱　陽平 島根県 金子　恭士 埼玉県 郷田　駿

15 徳島県 井関　愛也音 茨城県 海老澤　美沙 宮城県 夏井　優佳 徳島県 島田　元希 埼玉県 浅井　勇人 千葉県 小川　滉平

16 和歌山県 松岡　悠華 栃木県 日渡　佳菜 岐阜県 實井　わかな 茨城県 佐久間　将樹 栃木県 瀬谷　優斗 東京都 川口　義允 茨城県 浅井　勇太

17 岐阜県 小松　百香 埼玉県 染谷　柚乃 徳島県 以西　鷹一郎 大分県 三浦　哲 栃木県 小口　郁弥

18 愛媛県 野本　和里 滋賀県 加山　育弥 兵庫県 鹿間　琴湖 千葉県 五十嵐　勇磨 千葉県 土橋　正博 岐阜県 高橋　諒

19 山梨県 植野　紅葉 岐阜県 渡辺　千晶 栃木県 平野　寛汰 宮城県 櫻井　杜和 茨城県 長田　大河

20 岐阜県 田島　菜々子 長野県 小井戸　瑠音 茨城県 前野　叶美 石川県 松岡　裕貴 滋賀県 竹橋　賢人 栃木県 石川　駿一 三重県 林田　勇輝

21 栃木県 池上　桃花 岐阜県 豊木　詩織 三重県 三井　和也 岐阜県 長谷川　優斗 徳島県 德永　圭佑 滋賀県 上川　健太

22 岐阜県 吉田　紅美 茨城県 山西　奈緒美 島根県 長田　晃宗 岐阜県 尾関　流華

23 大分県 古賀　妃名子 埼玉県 塚田　詠里央 宮城県 佐藤　由眞 東京都 米村　琉成 千葉県 宮内　翔輝 東京都 六笠　陸希 栃木県 阿久津　慎太郎

24 岐阜県 織戸　彩音 岐阜県 野村　実乃 岐阜県 時田　雅大 岐阜県 遠藤　雅也 石川県 松井　大成 滋賀県 徳永　大輔

25 三重県 中森　麻莉子 埼玉県 千葉　安菜 埼玉県 白石　桃子 宮城県 髙橋　遼太郎 岐阜県 長谷川　拓也 埼玉県 藤野　貴裕

26 徳島県 増田　愛 長崎県 諸藤　実果子 徳島県 江崎　あすか 東京都 石丸　煕 埼玉県 桜井　拓人

27 岐阜県 山田　未紅 滋賀県 田畑　実菜 兵庫県 川畑　柊哉 徳島県 井貝　祐太 埼玉県 長田　学 岐阜県 平野　智哉

28 千葉県 渡邉　佳萌 岐阜県 堀　鮎美 奈良県 魚返　直喜 埼玉県 逸見　和紀 三重県 倉田　弦輝 宮城県 菊地　雄一

29 埼玉県 深瀬　絵美子 千葉県 西川　友衣加 東京都 松本　賢成 岐阜県 梶浦　直人 埼玉県 鈴木　萌生 静岡県 川島　航平

30 宮城県 有馬　崚芽 岐阜県 藤井　月菜 栃木県 古谷　明日美 埼玉県 井上　達貴 兵庫県 谷本　直之 兵庫県 中浦　慧太 東京都 望月　玲

31 埼玉県 中村　優希 徳島県 中阿地　彩佳 長崎県 角田　朱梨 岐阜県 塚田　栞斗 岐阜県 進藤　健 千葉県 井上　一也

32 山形県 井上　瞳 長崎県 西川　弥希 大分県 江渡　玲菜 島根県 髙橋　祐賢 徳島県 筒井　順也 埼玉県 河合　康介 埼玉県 石田　学

33 長崎県 江熊　捺華 埼玉県 新堂　冬萌 岐阜県 光山　彩花 岐阜県 山田　誠司 長崎県 梅本  拓眞 富山県 齊藤　優輝

34 埼玉県 濱野　蘭 岐阜県 三浦　エリー 埼玉県 関根　留菜 和歌山県 楠本　大喜 埼玉県 榎木　空海 埼玉県 島田　敦 岐阜県 西部　恵太

35 石川県 荒井　千尋 大分県 髙橋　笑 愛媛県 宮内　樹美香 岐阜県 足立　柊弥 宮城県 石塚　茂音 千葉県 茂木　隼介

36 埼玉県 池田　桂菜 徳島県 團咲　侑季 岐阜県 渡部　愛 大分県 秀平　拓海 千葉県 古岩　樹 岐阜県 髙木　啓圭

37 　  岐阜県 河本　理桜 石川県 佐成　優偉麗 岐阜県 長谷川　一輝 愛媛県 福桝　航希 滋賀県 中村　優仁

38 埼玉県 衣川　友美子 茨城県 宮本　範子 島根県 伊藤　清美 奈良県 長部谷　響 宮城県 小山　創太郎 岐阜県 高岡　勇太朗

39 島根県 田坂　真愛 徳島県 谷　柚果 滋賀県 松下　美佑穂 愛媛県 越智　公紀 静岡県 佐藤　公紀 大分県 高野　和也

40 秋田県 金　千夏 岐阜県 林　優里 徳島県 大荒　里菜 滋賀県 松下　匠武 東京都 岡野　光佑 愛媛県 堀内　裕貴 岐阜県 三輪　尚嵩

41 宮城県 菅井　明日香 埼玉県 伊藤　沙彩 岐阜県 永野　鈴夏 東京都 清水　彰人 岐阜県 松原　遥か

42 岐阜県 宮崎　侑香 愛媛県 今井　理子

43 富山県 中口　葵 岐阜県 小林　世佳 大分県 松尾　栞奈

44 兵庫県 小松　果歩 栃木県 野口　早也佳

45

公開練習射座割り表(4月25日）

3 5 74 61 2

8:00～8：30 8:35～9：05 11:30～12:009:10～9:40 9:45～10:15 10:20～10:50 10:55～11:25


