
競 技 役 員 

競技委員長     來栖 行正 

競技副委員長    遮那 誠一 

上訴ジュリー    土屋 清博  廣田 眞作  大野 明敏 

主任ジュリー    高橋 眞   小澤 常雄 

審査ジュリー    田中 僚一郎 

総  務      藤枝 操  三坂 綾 

50ｍ射場ジュリー  今吉 敏博 

50m射場長     宮川 明 

50ｍ射場係     池袋 賢一  橋本 敏彦 

50ｍ・10ｍ審査長  茂木 孝 

50ｍ審査係     入江 哲夫  田部井 美沙子 

10ｍ射場ジュリー  林 浩二 

10ｍ射場長     倉田 憲児 

10ｍ射場係     佐藤 陽介  多田 尚克  小野 雅央 

10ｍ審査係     五十嵐 治人 小林 信一   

  記録・成績集計（WS）係  飯田 剛輔  五十嵐 治人 

用具検査ジュリー  鴨志田 勝次 

用具検査長     坂入 瑞 

用具検査係     藤﨑 基美 

電子標的技術員   谷川 俊明 



大 会 日 程 

 

開会式 １日 時  平成２９年６月２５日（日）８：２０～ 

     ２会 場  茨城県営ライフル射撃場 AR射場 

     ３次 第  選手・役員集合 

     開式のことば  遮那 誠一 

           挨 拶     茨ラ射撃協会会長 來栖 行正 

           競技上の注意  高橋 眞（主任ジュリー） 

           諸連絡     藤枝 操 

           閉式のことば  遮那 誠一 

           選手・役員解散 

 

競技日程・種目 

日  程 競技種目 競技本射時間 

６月２５日（日） 

 

 

 

50m3×20W 

50m3×40M 

50mP60M  1射群 

50mP60M  2射群  

9：30～11：15 

9：30～12：15 

12：45～13：35 

14：05～14：55 

10ｍS60M  1射群 

AP60M   1射群 

10ｍS60M  2射群 

AP60M      2射群 

AP40W 

10ｍS60JM  

10ｍS40W 

10ｍS40JW 

9：30～10：45 

9：30～10：45 

11：15～12：30 

11：15～12：30 

11：15～12：05 

13：00～14：15 

13：00～13：50 

14：30～15：20 

 

閉会式 １日 時  平成 29年 6月 25日（日）16：00～ 

     ２会 場  茨城県営ライフル射撃場 AR射場 

     ３次 第  選手役員集合 

           開式のことば        遮那 誠一 

           成績発表ならびに表彰  田中 僚一郎（審査ジュリー） 

           講 評         土屋 清博 （上訴ジュリー） 

           閉式のことば      遮那 誠一 

           選手役員解散 



10mS60M  1射群 9:30～10:45 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４ ５ ６  計 順位 備 考 

1-20 青山 拓史 山梨          

1-21 藤平 卓也 栃木          

1-22 高木 裕貴 神奈川          

1-23 原田 季一 山梨          

1-24 倉持 全宏 埼玉          

1-25 糸澤 京祐 茨城          

 

 

10mS60M  2射群 11:15～12:30 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４ ５ ６ 計 順位 備 考 

2-19 丸山 恵史 東京          

2-20 上竹 強人 栃木          

2-21 早川 匠 東京          

2-22 浅井 優汰 茨城          

2-23 穴澤 圭祐 東京          

2-24 三浦 雅功 神奈川          

2-25 平義 竜也 東京          

 

 

10mS60JM  13:00～14:15 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４ ５ ６  計 順位 備 考 

1-1 三ツ木 弥希 埼玉          

1-2 前島 聖弥 山梨          

1-3 武井 尚輝 茨城          

1-4 畠山 丈司 埼玉          

1-5 佐々木 健人 東京          

1-6 小澤 凌也 山梨          

1-7 甲田 亜蘭 埼玉          

1-8 松本 大典 神奈川          

1-9 飯田 由多加 茨城          

1-10 竹野 開 埼玉          

1-11 鈴木 航太 神奈川          

1-12 佐久間 将樹 茨城          

1-13 名児耶 吉紀 埼玉          

 

 

 

 

 

 



10mS40W  13:00～13:50 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４  計 順位 備 考 

1-14 築田 真由美 埼玉        

1-15 谷中 友美 神奈川        

1-16 藤﨑 基美 茨城        

1-17 小澤 綾香 山梨        

1-18 加藤 モナ 埼玉        

1-19 三橋 こすも 神奈川        

1-20 諏訪 美月 山梨        

1-21 一ノ渡 桜 神奈川        

1-22 太田 和泉 茨城        

1-23 松本 未宇 神奈川        

 

 

 

 

10mS40JW  14:30～15:20 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４  計 順位 備 考 

1-1 瀬畑 里花 茨城        

1-2 芳賀 カレン 千葉        

1-3 戸村 夏那子 茨城        

1-4 関根 萌 埼玉        

1-5 中山 結愛 茨城        

1-6 前田 美咲 山梨        

1-7 渡部 奏乃音 埼玉        

1-8 細谷 栞里 茨城        

1-9 矢崎 朱理 埼玉        

 



AP60M  1 射群 9:30～10:45 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４ ５ ６  計 順位 備 考 

1-1 海老根 慶周 千葉          

1-2 松本 俊一 東京          

1-3 萩谷 光利 茨城          

1-4 森田 公司 埼玉          

1-5 松田 知幸 神奈川          

1-6 石塚 雄司 東京          

1-7 與澤 弘美 茨城          

1-8 須永 誠志 埼玉          

1-9 久松 慶太 神奈川          

1-10 大塚 利博 栃木          

1-11 高久 章 茨城          

1-12 藤沼 弘臣 埼玉          

1-13 野本 豊裕 神奈川          

1-14 阿久津 利夫 栃木          

1-15 島倉 晃雄 茨城          

1-16 齋藤 幸年 埼玉          

1-17 水口 松美 東京          

1-18 西関 健一 千葉          

AP60M ２射群  11:15～12:30 

2-1 マティウス 剣 神奈川          

2-2 橋本 与人 埼玉          

2-3 今井 拓造 栃木          

2-4 織田 望 茨城          

2-5 齊藤 一斗 神奈川          

2-6 副島 省吾 東京          

2-7 梅宮 正春 茨城          

2-8 佐野 健吾 東京          

2-9 西本 英夫 神奈川          

2-10 大津 剛 茨城          

2-11 岩田 利明 東京          

2-12 松本 利夫 栃木          

2-13 鈴木 春雄 埼玉          

2-14 菊地 正樹 栃木         オープン（HR40M） 

AP40W  11:15～12:05 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４  計 順位 備  考 

2-15 廣木 真理 東京        

2-16 中村 貴代美 茨城        

2-17 千葉 叶美 埼玉        

2-18 松原 沙緒理 神奈川        



 

50m3×20W 9:30～11:15 

射座 選 手 名 所 属  1  2 Ｋ計  1  2 Ｐ計  1  2 S計 総 計 順 位 備 考 

1-11               

1-12               

1-13 山田 優子 茨城             

1-14 冨田 しのぶ 埼玉             

1-15 牟田 沙那 神奈川             

1-16 柳  あさこ 東京             

1-17 小沢 楓 山梨             

1-18 里川 日名子 栃木             

1-19 大島 美和子 山梨             

1-20 森田 真理 東京             

1-21 大和田 美琴 茨城             

1-22               

1-23               

1-24               

1-25               

 



50m3×40M 9:30～12:15 

    Ｋ 
小計 

    Ｐ 
小計 

    S 
小計 

総計 順位 備 考 

射座 選手名 所 属 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

1-1                     

1-2                     

1-3 小林 郁弥 栃木                   

1-4 神戸 知充 埼玉                   

1-5 嘉山 豪 神奈川                   

1-6 深澤 佑樹 東京                   

1-7 長田 好生 山梨                   

1-8 井上 達巳 神奈川                   

1-9 竹澤 隼 茨城                   

1-10 原田 和久 東京                   

1-11 佐藤 真 埼玉                   

1-12                     

 



50mP60M    12:00～12:50 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４ ５ ６  計 順位 備 考 

1-1            

1-2            

1-3 西野 均 埼玉          

1-4 正満 孝太 山梨          

1-5 袴田 登喜造 東京          

1-6 信田 健介 神奈川          

1-7 川村 昌弘 茨城          

1-8 木塚 正顕 埼玉          

1-9 武川 正一 山梨          

1-10 深澤 英樹 東京          

1-11 森田 睦郎 神奈川          

1-12 増田 啓司 千葉          

1-13 篠  行雄 埼玉          

1-14 松永 修 東京          

1-15 金坂 広幸 千葉          

1-16 林  龍一 東京          

1-17 島田 義夫 埼玉          

1-18 水野 昭洋 東京          

1-19 坂庭 操 茨城          

1-20 川田 雄次 栃木          

1-21 武田 弘 東京          

1-22 小暮 研吾 埼玉          

1-23            

 

50mP60M   13:40 ～14:30 

射座 選手名 所属 １ ２ ３ ４ ５ ６  計 順位 備 考 

2-3 菱木 正直 千葉          

2-4 武藤 清 埼玉          

2-5 宇田 博 神奈川          

2-6 横山 常男 東京          

2-7 石川 智弘 埼玉          

2-8 豊島 洋 東京          

2-9 米田 雅秀 茨城          

2-10 神通 正廣 東京          

2-11 池袋 賢一 茨城          

2-12            
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