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2022 年 9 月 29 日 

関係各位 

全日本学生アーチェリー連盟 

第 61 代連盟委員長 齊藤 陽希 

(公印省略) 

 

第 34 回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 出場者名簿の送付について 

 

標記の件につきまして、別紙名簿のとおり決定しましたので連絡します。 

出場選手の方は、期日までに所定の手続きを行ってください。 

 

注意 

1. 選考決定後の辞退は認められません。 

2. 出場選手は以下のリンクより 10 月 8 日(土) 21：00 までに各自でバッジ申請を行ってください。 

また試合当日は必ず会員証及びグリーンバッジもしくはフィールドスターバッジを持参してください。 

用具検査の際、確認をいたします。 

https://forms.gle/EwFz7Cd7wJ6uJSgL9 

3. 環境に配慮し、競技者番号（ゼッケン）を付けるクリップ等を各自でご持参ください。 

4. 大会に関する資料は ianseo に掲載しております。以下のリンクよりご確認ください。  

 https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11756 

5. 大会期間中の取材・視察を希望される報道機関・企業様について 

以下連絡先にご相談ください。 

 全日本学生アーチェリー連盟 渉外委員長 長谷川大悟 ajsaf61.hasegawadaigo@gmail.com 

6. 新型コロナウイルス感染拡大の防止について 

① 試合期間中は毎日、検温を実施致します。 

② 来場者全員『健康管理チェックシート』を事前に印刷の上、入場初日に受付でご提出ください。 

7. 配宿・お弁当の斡旋について 

京王観光の以下のサイトより 10 月 3 日(月)まで(宿泊・弁当のみ 5 日(水)まで)に申込・振込を行うようにしてください。 

 https://kitos-001.jp/2022-34-archery/Entry/RegTop.aspx 

8. 大会参加費について 

選手、加盟校の担当者は全日学連に直接参加費を振り込まないようにお願い致します。 

9. 公欠届の申請について 

公欠届の発行を希望される選手の方は、件名を「フィールド公欠届発行依頼_〇〇大学」として、「所属校」・「名前」を本

文に明記の上、以下の連絡先までメールにてご連絡ください。 

 全日本学生アーチェリー連盟 連盟副委員長 志田直樹 ajsaf61.shida@gmail.com  

https://forms.gle/EwFz7Cd7wJ6uJSgL9
https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11756
mailto:ajsaf61.hasegawadaigo@gmail.com
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リカーブ部門 男子(62/65) （要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した） 

地区推薦者(3/3) 

 

 

記録選考(59/62)       【通過点：98 点】 

   

 

 

リカーブ部門 女子(33/33) （要項に従い、他のカテゴリーの不足人数を追加した） 

地区推薦者(3/3) 

 

 

記録選考(30/30)       【通過点：78 点】 

  
 

 

 

コンパウンド部門 (1/1) 

記録選考(1/1)      【通過点：184 点】 

 

上山 魁 東北大学 小林 司 日本体育大学 吉澤 拓斗 追手門学院大学

松田 光太郎 電気通信大学 杉田 蒼月 早稲田大学 後藤 泰人 慶應義塾大学 浦 宗伸 中央大学

鈴木 駿介 中央大学 小坂 悠真 明治大学 高橋 実秀 慶應義塾大学 大本 創太 明治大学

髙橋 熙 慶應義塾大学 笹井 清雅 慶應義塾大学 山口 蒼生 東京国際大学 竹内 誠一 東京大学

山中 大樹 中央大学 棚橋 亮太 立教大学 薩摩 定士 明治大学 菊地 拓人 慶應義塾大学

山中 勇人 中央大学 黒田 零音 日本大学 谷田 湧斗 慶應義塾大学 佐上 真慧 立教大学

花内 健之佑 慶應義塾大学 平野 正志 拓殖大学 高野 涼河 慶應義塾大学 武藤 圭汰 慶應義塾大学

福田 京丸 長崎国際大学 穂崎 史弥 慶應義塾大学 矢野 月海 明治大学 我妻 奈知 東京国際大学

佐藤 利紀 東京国際大学 岡﨑 隆之介 慶應義塾大学 水田 晴斗 龍谷大学 大貫 佑輔 中央大学

髙橋 陸 同志社大学 関口 楽人 東京国際大学 堀内 雄太 明治大学 舘 柾臣 明治大学

佐川 航大 中央大学 加藤 瑠 立教大学 金長 輝燎 一橋大学 石原 悠太郎 国際基督教大学

小林 洋祐 立教大学 鈴木 大賀 国際基督教大学 北村 直哉 立教大学 岡部 雅斗 立教大学

武藤 圭 明治大学 佐藤 朱史 京都産業大学 藤本 悠人 明治大学 井上 空 早稲田大学

御園 寛之 明治学院大学 山本 悠輔 慶應義塾大学 泉水 俊亮 明治大学 陳 皇維 国際基督教大学

榎本 剛 立教大学 梶 朋生 立教大学 井上 将人 立命館大学 大熊 政瑚 東北大学

中村 響介 東京国際大学 眞柴 大晟 明治大学 森山 総太 東京理科大学

舩木 美空 東北大学 二ノ井 ほのか 玉川大学 安食 萌夏 京都産業大学

髙見 愛佳 早稲田大学 髙見 朋夏 専修大学 五十嵐 有花 慶應義塾大学 芦田 美弥妃 慶應義塾大学

大山 凜子 東京国際大学 西尾 美来 慶應義塾大学 徳永 祐未 立教大学 吉田 麗生 明治大学

佐藤 瑠美 明治大学 首藤 環 慶應義塾大学 塚本 美冴 早稲田大学 早川 彩愛 明治学院大学

林 映里 明治学院大学 廣瀬 心咲 早稲田大学 髙橋 あゆな 京都産業大学 福沢 舞衣 明治大学

渡邊 和美 拓殖大学 上田 桜々花 国際基督教大学 大縫 星里 明治大学 並木 智美 明治大学

杉本 穂香 明治学院大学 濵野 友里花 慶應義塾大学 後藤 七彩 日本大学 脇 真生 明治大学

藤本 広海 慶應義塾大学 小川 恵理香 上智大学 小野寺 沙々音 東京国際大学 酒井 麻里花 東北大学

髙石 京花 京都大学 直井 明日香 東京国際大学

高宗 瞭羽 東海大学熊本キャンパス


