
BR
※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

3

4

5 徳島県 堀之内　愛 大分県 高橋　飛鳥 滋賀県 苗村　佳奈 埼玉県 松澤　美佑

6 山形県 木下　彩音 徳島県 上久保　愛梨 神奈川県 中村　空 佐賀県 柿内　亜香里

7 愛媛県 梶原　理和 和歌山県 河原田　ゆず 埼玉県 長澤　茉央 埼玉県 齊藤　実桜

8 岐阜県 田島　菜々子 埼玉県 前田　瑠那 栃木県 野口　絵香 茨城県 植地　那奈

9 埼玉県 加藤　澪 宮城県 鈴木　実夢 岡山県 池田　彩乃 山形県 寺崎　朱莉

10 岐阜県 高木　葵 岐阜県 木野　日央里 岐阜県 小倉　英紅 岐阜県 渡部　愛

11 大分県 西山　彩佳 岡山県 金子　紫音 茨城県 和田　紗璃 岐阜県 河村　紗希

12 徳島県 松浦　真奈 岐阜県 田邉　伶奈 徳島県 堂本　玲奈 栃木県 小倉　亜弓

13 兵庫県 中出　三日沙 岐阜県 永野　鈴夏 山形県 嵐田　三結 山形県 柴田　美尋

14 栃木県 田川　一樺 徳島県 小西　寧 大分県 中村　実佑 千葉県 狩野　絢麻音

15 千葉県 目羅　渚 岐阜県 豊木　詩織 長崎県 金澤　希美 静岡県 小林　柚月

16 千葉県 御園生　英里 東京都 井浦　一希 埼玉県 渡辺　夏希 茨城県 中山　瑞貴

17 滋賀県 宮下　結衣 埼玉県 森田　杏奈 愛知県 成瀬　あおい 愛媛県 福岡　希実

18 兵庫県 村上　瑠南 埼玉県 矢崎　朱理 岐阜県 若森　穂香 岐阜県 篠田　瑞希

19 栃木県 髙橋　美紀 埼玉県 山崎　れもん 新潟県 上原　果子 茨城県 髙田　真美

20 島根県 西原　瑞葵 岐阜県 大鍬　菜月 山形県 志田　琴和 福井県 三浦　莉桜

21 栃木県 川田　想 埼玉県 浅見　幸歩 徳島県 喜田　優菜 岐阜県 今井　七海

22 三重県 小西　愛 長崎県 藤田　亜美 福井県 宮内　萌子 滋賀県 今村　優姫奈

23 大分県 宮下　葵 滋賀県 森谷　友紀 岐阜県 河本　理桜 千葉県 長谷川　あすか

24 岐阜県 川尻　敬奈 栃木県 齋藤　華 岐阜県 溝脇　楓 愛知県 原田　奈歩

25 徳島県 西　千里 大分県 三重野　呉春 愛媛県 椎原　栞奈 島根県 有馬　吉乃

26 岐阜県 河田　侑香 山形県 須貝　美悠 徳島県 簑手　早紀 徳島県 坂本　彩華

27 山形県 大塚　暖果 愛知県 神谷　美衣 徳島県 重成　花純 和歌山県 尾崎　佑夏

28 長崎県 野口　結衣 静岡県 村松　佳香 大分県 蕨野　有紀 千葉県 渡邉　澪菜

29 愛媛県 堀江　希 兵庫県 橘　雪菜 埼玉県 千葉　叶美 山梨県 望月　恵理架

30 岐阜県 谷口　李音 徳島県 竹村　友里 兵庫県 西山　未来 兵庫県 尾住　明音

31 宮城県 遠藤　朱梨 三重県 小黒　莉奈 岐阜県 狩野　紗佳 和歌山県 谷口　萌果

32 埼玉県 関根　萌 島根県 山本　麻氷 山梨県 梶田　萌果 埼玉県 柳澤　灯

33 大分県 後藤　海聖 岐阜県 渋谷　伊吹 宮城県 加納　千歩里 和歌山県 久喜　風花

34 岐阜県 平野　真歩 愛媛県 明山　美羽 島根県 大川　ひとみ 山梨県 青山　瑞季

35 埼玉県 関　明日香 岐阜県 三浦　エリー 埼玉県 深瀬　絵美子 千葉県 芳賀　カレン

36 茨城県 武田　彩希 島根県 深津　朱加 三重県 野末　綾菜 徳島県 富永　麻菜美

37 岐阜県 光山　彩花 新潟県 熊倉　海月 和歌山県 町田　莉子 岐阜県 山下　華穂

38 岡山県 本家　加麗奈 茨城県 藤原　美月 岐阜県 中村　美月 埼玉県 榛原　舞

39 埼玉県 白石　桃子 埼玉県 渡部　奏乃音 岐阜県 松原　遥か

40 岐阜県 栗山　愛加
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44
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前日練習射座割り表(4月28日）
BP

※空き射座 　(練習を希望する選手は受付へ申し出て下さい) 　
競技運営の都合上、射座を１３射座設置しない場合があります。
その場合は、空き射座が減少します。

射群

時間

射座

1

2 兵庫県 西村　菜々 愛知県 石川　桃子

3 島根県 佐藤　日香 岐阜県 佐々木　歌桜

4 奈良県 成山　奈々子 愛媛県 髙尾　美月

5 滋賀県 苗村　佳奈 岐阜県 松永　桃

6 和歌山県 楠本　侑加 徳島県 家城　ミチコ

7 茨城県 大蘆　由奈 東京都 佐藤　琳

8 岐阜県 越田　真帆 長崎県 宮上　わかば

9 岐阜県 小枝　朱梨 愛媛県 向井　彩海

10 岐阜県 宮田　靖子

11

12

13
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