
第６０回国民体育大会（秋季国体）

競技結果一覧  【アーチェリー】 平成17年10月23日

【備前市日生運動公園スポーツ広場特設アーチェリー場】

◆少年男子  個人 ◆少年女子  個人

順位 選手名 県名 所属 得点 順位 選手名 県名 所属 得点

1 金村  賢 京都 莵道高  628 1 前山  明日香 和歌山 和歌山高  583

2 松木  俊道 宮城 米谷工高  612 2 松浦  由加子 富山 富山中部高  550

3 福田  圭宏 奈良 奈良学園高  610 3 西川  祐未 北海道 帯広三条高  543

4 矢島  博 埼玉 宮代高  605 4 藤田  梓 京都 莵道高  540

5 佐々木  勇一 広島 可部高  603 5 新田  智訪 富山 泊高  540

6 佐伯  朋哉 埼玉 大宮開成高  602 6 山本  綾 北海道 北海道栄高  533

7 松尾  政博 長崎 大村工高  601 7 藤井  千紗子 京都 莵道高  533

8 山崎  由晃 長野 上田西高  598 8 坂井  綾紗 大分 大分東明高  533

9 小野  剛輝 福岡 折尾高  597 9 上島  あゆみ 富山 泊高  532

10 吉崎  達哉 奈良 奈良高  589 10 松本  千晶 群馬 高崎商大付高  530

11 塩見  秀馬 京都 京都工高  587 11 三垣  日登美 和歌山 和歌山高  530

12 佐藤  剛大 秋田 秋田南高  586 12 大家  くる美 福岡 柏陵高  527

13 齊藤  一平 長野 上田西高  586 13 青山  絵美子 愛知 愛知産大三河高  525

14 國村  勇介 香川 高松西高  584 14 新海  彩 愛知 愛知産大三河高  521

15 工藤  靖也 宮城 米谷工高  584 15 浜田  紘代 和歌山 和歌山高  521

16 西村  義貴 長崎 大村工高  583 16 國武  綾子 福岡 折尾高  518

17 炭本  拓郎 広島 広島工高  582 17 緒方  里美 大分 大分西高  515

18 合田  真人 香川 観音寺一高  580 18 小林  菜緒 山形 鶴岡工高  513

19 泉保  眞一郎 香川 高松西高  580 19 板垣  裕香 山形 鶴岡中央高  512

20 木梨  旭 千葉 流山中央高  579 20 星  幸斗子 栃木 烏山女高  510

21 杉山  雄祐 北海道 帯広三条高  576 21 佐藤  直香 群馬 高崎商大付高  510

22 岩本  雅英 埼玉 宮代高  576 22 原田  みほ 香川 高松西高  509

23 森田  雅和 福岡 柏陵高  575 23 坂本  いつか 香川 高松西高  505

24 山田  陽介 長崎 大村工高  573 24 立花  佳織 岡山 倉敷天城高  494

25 安永  智信 千葉 千葉黎明高  570 25 蟹江  美貴 愛知 愛知産大三河高  491

26 宮下  朋幸 長野 篠ノ井高  570 26 管  真依子 大分 大分東明高  484

27 川嶋  和也 岡山 倉敷天城高  568 27 植田  小百合 岡山 備前緑陽高  483

28 小林  史弥 広島 広島工高  565 28 岡  育美 京都 同志社女高  477

29 木下  翔平 京都 莵道高  563 29 重安  愛実 広島 呉高専  470

30 青柳  健隆 秋田 大館鳳鳴高  563 30 小島  一恵 宮城 仙台工高  469

31 多田  義治 福岡 柏陵高  560 31 末尾  初美 北海道 北海道栄高  468

32 浅越  光矢 岡山 岡山理大付高  558 32 大森  悠美子 岡山 倉敷天城高  455

33 伊藤  和也 宮城 米谷工高  558 33 矢田貝  静江 広島 賀茂高  449

34 中村  淳毅 千葉 千葉黎明高  558 34 奈良岡  香織 宮城 仙台工高  447

35 前田  隆伸 奈良 奈良学園高  558 35 貫野  まいこ 福岡 折尾高  446

36 篠原  淳一 岡山 倉敷天城高  556 36 山崎  瑠奈 群馬 高崎商大付高  434

37 渡部  貴徳 秋田 秋田南高  550 37 西依  聖鼓 栃木 烏山女高  433

38 坂野  太一 愛知 愛知産大三河高  544 38 上田  麻葵 広島 呉宮原高  432

39 高島  卓也 北海道 北海道栄高  544 39 佐藤  早 山形 鶴岡南高  425

40 増田  和広 愛知 愛知産大三河高  543 40 小松  磨子 宮城 東陵高  423

41 藤江  和希 北海道 北海道栄高  522 41 生地  杏加理 香川 高松西高  405

42 岡田  慎平 愛知 弥富高  500 42 滝童内  綾乃 栃木 烏山女高  383


