
※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 島根県 金子　恭士 兵庫県 宮元　健太 岐阜県 中野　斎暉 千葉県 麻生　幸佑

3 愛媛県 越智　公紀 山形県 鈴木　翔 山梨県 前島　聖弥 栃木県 阿久津　慎太郎

4 東京都 望月　玲 島根県 髙橋　祐賢 宮城県 櫻井　杜和 愛媛県 下柳　拓海

5 岐阜県 三輪　顕士 岐阜県 山田　誠司 愛知県 山田　昌弥 静岡県 和泉　響

6 栃木県 米倉　健太郎 愛知県 加藤　雅之 兵庫県 宮口　将輝 大分県 渡邉　崇一朗

7 岐阜県 原　快斗 岐阜県 足立　柊弥 徳島県 藤本　淳史 滋賀県 鯵坂　拓琉

8 山梨県 園田　里樹 栃木県 小久保　裕哉 福井県 藤田　篤弥 山形県 佐藤　拓朗

9 岐阜県 古田　純大 愛知県 坂口　崚也 滋賀県 西山　慎二 静岡県 大石　義真

10 滋賀県 松下　匠武 岐阜県 時田　雅大 東京都 田中　駿 愛知県 竹下　剣心

11 宮城県 菊地　雄一 茨城県 松川　巧 山形県 今野　嶺 東京都 松本　賢成

12 栃木県 瀬谷　優斗 宮城県 小山　創太郎 東京都 大塩　勇斗 愛知県 西田　好之輔

13 岐阜県 服部　麗維 岐阜県 根尾　友輔 岐阜県 長谷川　一輝 岐阜県 田村　圭佑

14 静岡県 青島　武矢 奈良県 髙田　竜生 栃木県 小關　貴啓 徳島県 松村　和真

15 奈良県 嶋岡　大幸 栃木県 田﨑　蓮 滋賀県 安部　柾信 岐阜県 松原　朔矢

16 茨城県 糸澤　京祐 茨城県 寺田　芳紀 埼玉県 大場　仁千弥 徳島県 三木　晃良

17 徳島県 瀬尾　柊都 栃木県 上竹　強仁 栃木県 木村　圭吾 岐阜県 河合　秀明

18 岐阜県 河本　晃 岐阜県 安藤　世望 埼玉県 小久保　雄太 徳島県 德永　圭佑

19 大分県 高野　和也 東京都 川口　義允 愛媛県 花田　凜太郎 岐阜県 横山　颯大

20 茨城県 鈴木　奨惟 岐阜県 長谷川　優斗 大分県 岩尾　優樹 島根県 松本　龍宜

21 山形県 新山　智也 埼玉県 小杉　理久 福井県 酒井　和輝 埼玉県 稲葉　慎司

22 栃木県 石川　駿一　 徳島県 松井　裕紀 東京都 石丸　煕 岐阜県 中根　正雄

23 愛知県 榊原　大慶 福岡県 新屋　敬大 岐阜県 服部　明維 栃木県 水越　拓真

24 茨城県 水柿　空翔 愛媛県 三井　湧太 茨城県 浅井　優汰 兵庫県 大井　将輝

25 岐阜県 山下　純也 埼玉県 黒澤　樹 佐賀県 林　晃輝 栃木県 齋藤　智正

26 群馬県 関　優輝 大分県 竹中　明成 和歌山県 谷口　斗輝 愛知県 神谷　実

27 岐阜県 高橋　諒 和歌山県 楠本　和紀 茨城県 山崎　公輔 福井県 山下　昇真

28 和歌山県 大河内　祐杜 群馬県 真下　渚 愛知県 山本　亮介 岐阜県 南　星冴

29 愛知県 山口　諒大 岐阜県 進藤　　健 徳島県 横畠　奨大 埼玉県 桜井　拓人

30 岐阜県 大矢　慎一朗 佐賀県 神河　幸生 島根県 西　成謹 岐阜県 和田　拓真

31 兵庫県 古岸　将季 東京都 清水　彰人 静岡県 岩澤　貴志 埼玉県 小島　翔

32 岐阜県 岡田　佳樹 滋賀県 中村　文哉 奈良県 福田　健人 静岡県 木村　岳流

33 埼玉県 磯田　和貴 埼玉県 青鹿　龍平 福井県 川上　慧 福井県 佐々木　一帆

34 東京都 仲平　敦 神奈川県 鈴木　航太 岐阜県 三輪　尚嵩 栃木県 小島　優太朗

35 埼玉県 河合　康介 愛媛県 川上　晃平 埼玉県 島田　敦 千葉県 公賀　亜久理

36 徳島県 小林　拓実 滋賀県 谷　登輝　 岐阜県 園部　海斗 福井県 山内　慎太郎

37 滋賀県 小西　将平 徳島県 佐藤　耀人 福井県 山口　陽輝 埼玉県 諸田　純也

38 大分県 倉住　豊富 山梨県 日向　竜士 岐阜県 永野　祥誠 宮城県 中島　淳之介

39

40

公式練習射座割り表(5月28日）

1 2 3 4

18:00～18：30 18:35～19：05 19:10～19:40 19:45～20:15


