
順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点 順位

1 井上　峻 イノウエシュン 国分寺支部 160 1

2 舛田　麗理 マスダ　リリ 多摩市中央支部 148 2

3 井上さくら イノウエサクラ 国分寺支部 144 3

4 舛田　奎 マスダ　ケイ 多摩市中央支部 132 4

Jr



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 倉田　廣二/兼 クラタ　コウジ 昭島ドリーム2011支部 194

2 中山義行 ナカヤマヨシユキ 東村山どんぐり・センター同好会 180

3 竹田　武雄 　タケダ　タケオ 昭島ビックアロー支部 178

4 井上　　昇 イノウエ　　ノボル 府中けやき支部 170

5 船橋　正捷 フナバシ マサカツ あきる野支部 168

6 飯尾　定雄/兼 イイオサダオ 府中さつき会支部 167

7 渋田　フミ子/兼 シブタ　フミコ あきる野支部 165

8 田近　キヨ タチカ　キヨ 武蔵都筑町田支部 165

9 松田　健男 マツダ　タケオ 町田武相支部 164

10 中島　ハツエ ナカジマハツエ 府中さつき会支部 160

11 村田富男 ムラタトミオ 東久留米ひまわり支部 158

12 中村　昌司 ナカムラ ショウジ あきる野支部 156

13 河野　清志 コウノ　セイシ ダイヤモンド5東大和支部 152

13 古谷　輝子 フルヤ　テルコ 武蔵都筑町田支部 152

15 折居　弘昭 オリイ　ヒロアキ 昭島ドリーム2011支部 146

16 佐々木　勝/兼 ササキ　マサル 元八王子支部 144

17 尾崎　玲子 オザキ　レイコ 東村山センター支部 135

18 吉原　　政憲 ヨシハラ　　マサノリ 八王子なかの支部 131

18 中村　ヤエ子/兼 ナカムラ　ヤエコ あきる野支部 131

20 酒井　邦彦 サカイ　クニヒコ 立川支部 129

21 橋上　可和子 ハシガミカワコ 青梅ブラスローレ支部 128

22 餘多分　明男 ヨタブンアキオ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北浅川支部 121

Ｇ男女混合　8ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 安部　薫 アベ　カオル シルクロード南八王子支部 204

2 青木　朋子 アオキ　トモコ シルクロード南八王子支部 192

3 智者　スミエ チシャ　スミエ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ大和田支部 190

4 龍ヶ江　恵美 タツガエ　エミ 東村山センター支部 188

5 沓澤　正子 クツサワ　マサコ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ大和田支部 188

6 小鳥居　三枝子 コトリイ　ミエコ 昭島ドリーム2011支部 188

7 尾嵜　知子 オザキ　トシコ 武蔵村山支部 188

8 串田　茂子 クリダシゲコ 高尾スポーツ吹矢クラブ 186

9 田部井　理加 タベイ　リカ 東村山センター支部 186

10 大菅　宜子 オオスガ　ヨシコ 東京日野支部 182

10 会田　　康子 アイダ　　ヤスコ 八王子なかの支部 182

10 若林　京子 ワカバヤシ　キョウコ 府中けやき支部 182

13 高杉　初音 タカスギ　ハツネ シルクロード南八王子支部 180

13 青木　良子 アオキ　ヨシコ 八王子支部 180

15 中林　和美 ナカバヤシ　カズミ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ大和田支部 178

15 大貫　秀子 オオヌキヒデコ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北浅川支部 178

15 中村　初子 ナカムラ　ハツコ シルクロード南八王子支部 178

15 金子澄子 カネコスミコ 国分寺支部 178

15 太田　愛子 オオタ　アイコ 西八王子グリーン支部 178

15 吉兼　和子 ヨシカネ　カズコ 昭島シニア支部 178

15 神田　榮子 カンダ　エイコ 多摩市中央支部 178

15 小林由紀子 ｺﾊﾞﾔｼﾕｷｺ 八王子由木中央支部 178

23 加瀬田　春美 カセダ　ハルミ シルクロード南八王子支部 176

23 三井　美佳 ミツイミカ 東村山センター支部 176

25 田中　ユキ子 タナカ　ユキコ 日野平山台支部 174

26 岸　幸子 キシ　サチコ シルクロード南八王子支部 172

26 藤井　好子 フジイ　ヨシコ 多摩吹矢聖蹟支部 172

28 安田康子 ヤスダヤスコ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北浅川支部 170

28 久保田とみ子 クボタトミコ ひばりが丘カルチャーセンター 170

28 重久　幸子 シゲヒサ　ユキコ シルクロード南八王子支部 170

A①女子　6ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 小笠原繁一 オガサワラシゲカズ シルクロード南八王子支部 202

2 木暮富士一 コグレフジカズ 日野平山台支部 200

3 須崎　継之　 スザキ　ツグユキ　 日野平山台支部 200

4 小西　修太郎 コニシ　シュウタロウ むさし国分寺支部 194

5 八木橋　建 ヤギハシタケシ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北浅川支部 192

6 小山　進 コヤマ　ススム 日野平山台支部 192

7 二階堂敏男 ニカイドウトシオ 東村山どんぐり・センター同好会 192

8 伊東　国重 イトウ　クニシゲ むさし国分寺支部 192

9 大森　伸夫 オオモリ　ノブオ むさし国分寺支部 192

10 片岡　弘 カタオカヒロシ 金井まちだ支部 190

10 八巻　俊哉 ヤマキ　トシヤ 調布・桜いきいき支部 190

12 金田　久 カネダ　ヒサシ むさし国分寺支部 188

12 渡辺　健彦 ワタナベタケヒコ シルクロード南八王子支部 188

12 脇谷　　勇 ワキヤ　　イサム むさし国分寺支部 188

12 手塚幸一郎/兼 テヅカコウイチロウ 東村山鷹の道支部 188

16 名和正彦 ナワマサヒコ 国立北プラ支部 186

16 ﾍﾞﾈﾋﾞﾃﾞｽ・マルコス ﾍﾞﾈﾋﾞﾃﾞｽ・マルコス 多摩市中央支部 186

18 熊谷　武義 クマガヤ　タケヨシ 日野平山台支部 185

19 粂川　次夫 クメカワツギオ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北浅川支部 184

19 金丸　典平 ｶﾅﾏﾙノリヒラ シルクロード八王子支部 184

19 堀内　英文 ホリウチヒデフミ 高尾スポーツ吹矢クラブ 184

22 印藤　清 インドウ　キヨシ 昭島シニア支部 182

22 三浦　護 ミウラ　マモル 武蔵村山支部 182

24 村野誠一郎 ムラノセイイチロウ ＮＨＫ学園くにたち 176

24 森　光義 モリ　ミツヨシ 多摩桜ケ丘あけぼの支部 176

26 奥　虎彦 オク　トラヒコ シルクロード南八王子支部 174

26 塚本　博康 ツカモト　ヒロヤス 西八王子グリーン支部 174

26 吉森　章 ヨシモリ　アキラ 多摩吹矢聖蹟支部 174

29 若林　正則 ワカバヤシ　マサノリ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ大和田支部 172

29 矢貝　純雄 ヤガイスミオ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北浅川支部 172

29 青木　正明 アオキ　マサアキ シルクロード南八王子支部 172

29 沼崎邦治 ヌマザキクニハル 国分寺支部 172

A①男子　6ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 櫻井　初江 サクライハツエ 高尾スポーツ吹矢クラブ 192

2 小澤　　初江 オザワ　　ハツエ 八王子なかの支部 188

3 長岡　加代子 ナガオカ　カヨコ 武蔵都筑町田支部 188

4 小林　優子 コバヤシユウコ 東村山支部 184

5 鈴木玲子 スズキ　レイコ 国分寺支部 184

6 野村　明子 ノムラ　アキコ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北八王子支部 184

7 千葉　由美子 チバ　ユミコ 稲城C35支部 182

8 片尾正子 カタオマサコ 小金井桜支部 182

9 畠山　トミ子 ハタケヤマ　トミコ 八王子なかの支部 182

10 眞砂　江身子 マサゴ　エミコ 町田武相支部 182

11 武内　幸江 タケウチ　ユキエ くにたち吹矢35支部 180

11 箕輪　和子 ミノワ　カズコ 稲城C35支部 180

11 大蔵　洋子　 オオクラ　ヨウコ 稲城C35支部 180

14 塩島恵子 シオジマケイコ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 178

14 山田　一二三 ヤマダ　ヒフミ 武蔵都筑町田支部 178

16 福井　洋子 フクイヨウコ 府中さつき会支部 176

16 遠藤　かをる エンドウ　カヲル 立川支部 176

18 荒　いづみ アラ　イヅミ 国分寺支部 174

18 倉持　祥子 クラモチ　サチコ 武蔵村山支部 174

20 出澤佳子 イデサワヨシコ くにたち吹矢35支部 172

20 久保　まさ子 クボマサコ 青梅ブラスローレ支部 172

22 松本　みち子 マツモト　ミチコ 立川支部 170

23 馬場　中子 ババ　ナカコ ダイヤモンド5東大和支部 169

24 新堀　初美 ニイボリハツミ 高尾スポーツ吹矢クラブ 168

24 三枝　登美子 サイグサ　トミコ 八王子なかの支部 168

24 亀井　律子 カメイ　リツコ 立川支部 168

27 小山 弥生 コヤマ　ヤヨイ 東大和市芋窪支部 167

28 佐藤　よし子 サトウヨシコ 多摩桜ケ丘あけぼの支部 166

29 竹本敬子 タケモトケイコ 国立北プラ支部 164

30 内田　京子 ウチダ　キョウコ 稲城C35支部 163

A②女子　8ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 伊王野耕二 イオノコウジ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 194

2 田辺　昭治 タナベ　ショウジ むさし国分寺支部 192

3 樋坂則夫 ヒサカノリオ 多摩カレッジ 192

4 宮田満寿夫 ミヤタマスオ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 190

5 矢野　一秋 ヤノ　カズアキ むさし国分寺支部 190

6 上村　茂樹 ウエムラ　シゲキ 武蔵都筑町田支部 190

7 金廣　長俊 カネヒロ　ナガトシ 西八王子グリーン支部 188

8 高瀬　　浩之 タカセ　　ヒロユキ 八王子なかの支部 186

9 小俣　清知 オマタ　セイジ くにたち吹矢35支部 186

10 永井　裕司 ナガイヒロシ シルクロード八王子支部 186

11 奥住　宏 オクズミヒロシ 国分寺支部 184

11 木下祥男 キノシタヨシオ 東久留米ひまわり支部 184

11 村上　昌彦 ムラカミ　マサヒコ 多摩吹矢聖蹟支部 184

14 大原　隆徳 オオハラ　タカノリ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 180

14 四宮　健男 シノミヤ　タケオ むさし国分寺支部 180

16 栁澤秀雄 ヤナギサワヒデオ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 178

16 日野　隆志 ヒノ　タカシ シルクロード南八王子支部 178

16 村木　勝 ムラキマサル シルクロード八王子支部 178

16 大村　隆久 オオムラタカヒサ セブンカルチャークラブ武蔵境 178

16 服部　彌吉 ハットリヤキチ 狛江・桜いきいき支部 178

16 小池　末男 コイケ　スエオ 多摩桜ケ丘あけぼの支部 178

16 西川三佐夫 ﾆｼｶﾜﾐｻｵ 八王子由木中央支部 178

23 近藤　伸一 コンドウ　シンイチ 八王子支部 177

24 智者　実 チシャ　ミノル ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ大和田支部 176

24 林　隆造 ハヤシ　リュウゾウ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北八王子支部 176

24 伊藤　広行 イトウ　ヒロユキ むさし国分寺支部 176

24 大野木　隆 オオノギ　タカシ 昭島ドリーム2011支部 176

28 梶　国男 カジ　クニオ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北八王子支部 174

28 中塚一雄 ナカツカカズオ 国分寺支部 174

28 　渥美　英男 　アツミ　ヒデオ 昭島ビックアロー支部 174

28 野中　利次 ノナカ　トシツグ 八王子支部 174

A②男子　8ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 鳥越眞由美 トリゴエマユミ ＮＨＫ学園くにたち 184

2 関根　多三江 セキネ　タミエ 東村山センター支部 180

3 横山 榮子 ヨコヤマ エイコ 八王子南大沢支部 180

4 戸田　恵美子 トダ　エミコ 八王子支部 180

5 門脇　郁子/兼 カドワキ　イクコ くにたち吹矢35支部 180

6 高柳　裕美/兼 タカヤナギ　ヒロミ 東村山センター支部 176

7 石川恵子/兼 イシカワケイコ 多摩カレッジ 174

8 横山葉子 ヨコヤマヨウコ 東久留米ひまわり支部 174

9 斎藤　良子 サイトウ　リョウコ 多摩市中央支部 170

10 熊田　浩子 クマダ　ヒロコ 昭島シニア支部 168

11 鈴木美代子 スズキミヨコ 小金井桜支部 166

11 両川　竹子 リョウカワ　タケコ 八王子支部 166

13 坂場　春美/兼 サカバ　ハルミ 多摩市中央支部 164

13 須貝　はつよ スガイ　ハツヨ 多摩落合くれない支部 164

13 熊谷　喜枝 クマガイ　キエ 多摩落合くれない支部 164

13 児玉喜久子 コダマキクコ 東村山センター支部 164

13 竹田　麗子 タケダ　レイコ 東村山センター支部 164

18 梶山　照海 カジヤマ　テルミ 多摩市中央支部 162

18 品川　眞弓 シナガワ　マユミ 東京日野支部 162

20 金子　マスコ カネコ　マスコ 東京日野支部 160

21 園田　のぶ子 ソノダ　ノブコ 多摩吹矢聖蹟支部 159

21 松田　百合子 マツダ　ユリコ 多摩落合くれない支部 159

23 兵庫　洋子 ヒョウゴ　ヨウコ 町田武相支部 158

23 長野文枝 ﾅｶﾞﾉﾌﾐｴ 八王子由木中央支部 158

25 宮下　恵子 ミヤシタ　ケイコ 調布・桜いきいき支部 157

26 島田淳子 シマダジュンコ 羽村さくら支部 155

27 立屋敷かおる/兼 タチヤシキカオル 多摩カレッジ 154

28 小野 明美 オノ　アケミ 東大和市芋窪支部 152

29 松木 光江/兼 マツキ ミツエ 八王子南大沢支部 151

29 髙嶋　紀美子 タカシマ　キミコ 東村山センター支部 151

29 只野　陽子 タダノ　ヨウコ 八王子なかの支部 151

29 藤野　敏子 フジノ　トシコ 武蔵村山支部 151

A③女子　10ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 伊藤　友次 イトウ　トモジ 東京日野支部 190

2 大葉　佳隆/兼 オオバ　ヨシタカ シルクロード八王子支部 186

3 酒井友作 サカイトモサク ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 184

4 磯沼　清美 イソヌマ　キヨミ 西八王子グリーン支部 182

5 小山　浩一/兼 コヤマ　ヒロカズ ダイヤモンド5東大和支部 178

6 石井　弘/兼 イシイ　ヒロシ シルクロード八王子支部 176

7 土屋直建 ツチヤナオタテ 東久留米ひまわり支部 176

8 濵崎昭/兼 ﾊﾏｻｷｱｷﾗ 八王子由木中央支部 176

9 松原　勇/兼 マツバライサム 国分寺支部 176

10 谷久敏彦/兼 タニヒサトシヒコ 国分寺支部 174

11 上野　直紀 ウエノ　ナオキ 八王子松が谷支部 174

12 久保田　隆 クボタ　タカシ 多摩市中央支部 172

12 原田　皓一/兼 ハラダ　コウイチ 稲城C35支部 172

12 笠原　好人 カサハラ　ヨシト 稲城C35支部 172

12 萩原和男 ハギワラカズオ 小金井桜支部 172

12 辻　昭夫 ツジ　アキオ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ大和田支部 172

12 増金　進 マスカネ　ススム 多摩落合くれない支部 172

12 近藤洋輔 コンドウヨウスケ 東久留米ひまわり支部 172

19 山田元一 ヤマダモトイチ 国立北プラ支部 170

19 野川隆士郎/兼 ノガワリュウシロウ 東久留米ひまわり支部 170

19 杉山　敏宏　　　　　 スギヤマ　トシヒロ 多摩市中央支部 170

22 笹子和弘 ササゴカズヒロ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 168

22 土田　貢司 ツチダ　コウジ むさし国分寺支部 168

22 岩橋　　信博 イワハシ　　ノブヒロ 八王子なかの支部 168

22 只野　直文 タダノ　ナオフミ 八王子なかの支部 168

26 原良雄/兼 ハラヨシオ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 166

26 木戸博光 キドヒロミツ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 166

26 白井　雄史 シライ　マサシ 狛江・桜いきいき支部 166

26 夛田　滋/兼 タダ　シゲル ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ大和田支部 166

26 佐藤　正信 サトウ　マサノブ むさし国分寺支部 166

A③男子　10ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 平野　ふみ子 ヒラノ　フミコ 町田武相支部 194

2 中村　智恵子 ナカムラ　チエコ 多摩市中央支部 184

3 青木　悦子/兼 アオキ　エツコ 多摩落合くれない支部 184

4 萬羽　美和子 バンバ　ミワコ 東京日野支部 180

5 石川茂子/兼 イシカワシゲコ ＮＨＫ学園くにたち 178

6 磯谷亮子 イソヤリョウコ 小金井桜支部 176

7 羽生　ますみ/兼 ハニュウ　マスミ あきる野支部 172

8 木城　育子 キシロ　イクコ 多摩落合くれない支部 168

9 徳永　美智子 トクナガミチコ 金井まちだ支部 167

10 川野まつ代/兼 カワノマツヨ 吉祥寺支部 166

11 中山　玲子/兼 ナカヤマ　レイコ 東村山センター支部 161

12 小林　静子/兼 コバヤシ　シズコ 武蔵都筑町田支部 159

13 佐野　玲子 サノ　レイコ あきる野支部 158

14 野中 万里江/兼 ノナカ マリエ 八王子南大沢支部 154

15 松田　富士子/兼 マツダ　フジコ 多摩吹矢聖蹟支部 151

16 伊藤　福久江 イトウフクエ 東村山支部 147

17 原口　生子 ハラグチ　セイコ あきる野支部 146

18 松島とし子/兼 マツシマトシコ 小金井桜支部 144

19 堤　智恵子/兼 ツツミ　チエコ シルクロード南八王子支部 138

20 石橋　善子 イシバシ　ヨシコ 町田武相支部 129

A④女子　10ｍ



順位 氏　　名 ふり仮名 支　　　部 得点

1 長原　信二/兼 ナガハラ　シンジ 東村山センター支部 202

2 大塚　良雄 オオツカヨシオ 健吹会(同好会） 200

3 小勝　彰/兼 コカツ　アキラ 武蔵都筑町田支部 196

4 山田　信彦 ヤマダ　ノブヒコ 多摩市中央支部 196

5 富田　博之/兼 トミタ　ヒロユキ 府中けやき支部 192

6 大上　幸二 オオウエ　コウジ 多摩市中央支部 192

7 原　和博/兼 ハラ　カズヒロ ＮＨＫ学園くにたち 192

8 渡辺　文男 ワタナベ　フミオ 吹矢愛好会瑞穂支部 192

9 湯浅　弘/兼 ユアサ　ヒロシ ART(ｱｰﾄ)35いなぎ支部 190

10 添野　敏彦/兼 ソエノ　トシヒコ 稲城C35支部 188

11 豊福　清二/兼 トヨフク　セイジ くにたち吹矢35支部 186

11 本庄　和彦/兼 ホンジョウ　カズヒコ 東京日野支部 186

11 塩見　久章 シオミ　ヒサアキ 吹矢愛好会瑞穂支部 186

11 渡辺　義春 ワタナベ　ヨシハル 八王子松が谷支部 186

15 野谷　仁　 ノタニ　マサシ 多摩市中央支部 182

15 坂井　孝章/兼 サカイ　タカアキ くにたち吹矢35支部 182

15 金子　幸夫/兼 カネコ　ユキオ 立川支部 182

15 杉山勝英/兼 スギヤマカツヒデ 小金井桜支部 182

19 川勝　哲/兼 カワカツ　サトシ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ北八王子支部 180

20 都築　德良 ツヅキ　ノリヨシ 武蔵都筑町田支部 178

20 佐藤誠治/兼 サトウセイジ 東久留米ひまわり支部 178

20 山下　照男/兼 ヤマシタ　テルオ 昭島ドリーム2011支部 178

20 堀部　良紀/兼 ホリベ　ヨシノリ ダイヤモンド5東大和支部 178

20 下遠野　勝/兼 シモトオノ　マサル 立川支部 178

20 原田　明徳/兼 ハラダ　アキノリ 昭島シニア支部 178

26 宮本　利隆 ミヤモト　トシタカ 多摩落合くれない支部 176

27 長谷川　敏雄/兼 ハセガワ　トシオ 稲城C35支部 174

27 小林　勝利/兼 コバヤシ　カツトシ 多摩市中央支部 174

29 高松日出海/兼 タカマツ　ヒデミ シルクロード南八王子支部 172

29 田中 賢二/兼 タナカ ケンジ 八王子南大沢支部 172

A④男子　10ｍ


