
種　別

射　射
群　座

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

1-01

1-02 長崎 池野　仁 香川 加藤　瑞紀

1-03 東京 三島　裕介 北海道 柳　あさこ

1-04 青森 阿部　善貴 山口 寄田　奈緒美

1-05 富山 長谷川　智彦 徳島 安達　瑛香

1-06 徳島 以西　鷹一郎 東京 森本　怜花

1-07 埼玉 長部谷　響 岡山 仁城　新太郎 福井 織田　祐宏 茨城 山田　優子

1-08 広島 林　克也 石川 二木　俊輔 長崎 岩﨑　俊 千葉 千葉　朔海

1-09 三重 盛田　泰成 高知 濵田　和也 埼玉 山下　敏和 富山 長谷川　結子

1-10 栃木 小林　郁弥 山梨 正満　孝太 茨城 川村　昌弘 大阪 塚本　麻由美

1-11 宮城 小林　瞭太 長野 割田　好則 鳥取 森田　浩明 山形 髙橋　佳伶

1-12 香川 馬渕　章弘 岐阜 小林　由斉 山口 山岡　茂俊 岩手 坂本　由美子

1-13 茨城 谷島　緑 山形 設楽　武央 兵庫 伊倉　正敏 福井 竹澤　海都

1-14 静岡 勝岡　弘幸 鳥取 森田　浩明 山形 設楽　武央 愛知 近藤　未菜

1-15 岐阜 橋爪　一馬 大分 礒部　直樹 佐賀 髙田　裕介 滋賀 鵜飼　風音

1-16 兵庫 園部　和貴 和歌山 町田　健太郎 福島 捧　徳之 大分 森　瑞希

1-17 京都 片山　敏郎 福井 織田　祐宏 高知 濵田　和也 長野 砥石　真衣

1-18 神奈川 嘉山　豪 茨城 川村　昌弘 和歌山 町田　健太郎 広島 中重　美和

1-19 大分 近藤　桂司 大阪 垣見　昌男 徳島 木内　栄一郎 神奈川 谷中　友美

1-20 宮崎 持永　洋壮 沖縄 田港　広大 岐阜 小林　由斉 鹿児島 新里　葉津紀

1-21 石川 石田　裕一 神奈川 信田　健介 大阪 垣見　昌男 岐阜 渡辺　千晶

1-22 福島 近内　貴志 埼玉 塩入　朔良

1-23 岡山 和田　光輔 宮崎 松本　靖世

1-24

2-01

2-02

2-03

2-04

2-05

2-06

2-07 山口 山岡　茂俊 長野 割田　好則

2-08 北海道 田中　克幸 東京 津場　恭平

2-09 埼玉 山下　敏和 三重 山本　拓生

2-10 京都 大友　健郎 神奈川 信田　健介

2-11 兵庫 伊倉　正敏 秋田 渋谷　志

2-12 徳島 木内　栄一郎 北海道 田中　克幸

2-13 富山 宗井　資典 沖縄 田港　広大

2-14 東京 津場　恭平 京都 大友　健郎

2-15 佐賀 髙田　裕介 群馬 中村　優汰

2-16 三重 山本　拓生 山梨 正満　孝太

2-17 福島 捧　徳之 富山 宗井　資典

2-18 群馬 中村　優汰 大分 礒部　直樹

2-19 長崎 岩﨑　俊 岡山 仁城　新太郎

2-20 秋田 渋谷　志 石川 二木　俊輔

2-21

2-22

2-23

2-24

FR3×40 FR60PR FR20K R3×40

50m射場 50m射場 50m射場 50m射場

ライフル射撃競技射順表

成年男子 成年女子

50mライフル 50mライフル



種　別 種　別

射　射 射　射
群　座 群　座

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

1-01 1-01

1-02 大阪 塚本　麻由美 1-02 徳島 鴻上　誉志輝 静岡 和泉　響

1-03 北海道 柳　あさこ 1-03 福島 齋藤　慶太 広島 庄野　静真

1-04 宮崎 松本　靖世 1-04 佐賀 菅　慶信 愛知 加藤　雅之

1-05 神奈川 谷中　友美 1-05 山形 今野　嶺 岐阜 遠藤　雅也

1-06 広島 中重　美和 1-06 栃木 井黒　友斗 東京 六笠　陸希 香川 堀水　宏次郎

1-07 千葉 千葉　朔海 1-07 千葉 青山　敬志 山梨 長田　好生 京都 遠藤　太香雄

1-08 岩手 坂本　由美子 1-08 群馬 富岡　職 福島 齋藤　慶太 埼玉 園田　吉伸

1-09 大分 森　瑞希 1-09 石川 山下　理貴 大分 八川　綾佑 鹿児島 大久保　雄祐

1-10 岐阜 渡辺　千晶 1-10 新潟 田中　爾 長崎 谷口　響希 秋田 髙橋　駿平

1-11 愛知 近藤　未菜 1-11 秋田 石塚　音羽 鳥取 長尾　拓哉 東京 天﨑　一貴

1-12 長野 砥石　真衣 1-12 愛知 加藤　雅之 秋田 石塚　音羽 岩手 髙橋　拓也

1-13 徳島 安達　瑛香 1-13 鳥取 長尾　拓哉 大阪 花川　直樹 茨城 百瀬　雅人

1-14 山口 寄田　奈緒美 1-14 三重 池邉　龍平 徳島 鴻上　誉志輝 熊本 松田　凌

1-15 香川 加藤　瑞紀 1-15 宮崎 川崎　清次 山口 大井　博晃 神奈川 松田　知幸

1-16 滋賀 鵜飼　風音 1-16 福井 篠原　章宏 北海道 中野　泰寛 和歌山 宮脇　正人

1-17 東京 森本　怜花 1-17 京都 辰巳　侑輝 千葉 青山　敬志 静岡 槙山　博登

1-18 富山 長谷川　結子 1-18 和歌山 野々村　慧 青森 平山　明寿 大阪 野中　靖浩

1-19 埼玉 塩入　朔良 1-19 高知 竹村　正典 宮崎 川崎　清次 富山 宮本　愛士

1-20 茨城 山田　優子 1-20 福岡 砥綿　雄貴 群馬 富岡　職 広島 中重　勝

1-21 山形 髙橋　佳伶 1-21 鹿児島 吉川　和宏 茨城 竹澤　隼 山梨 若月　健太

1-22 福井 竹澤　海都 1-22 長崎 谷口　響希 熊本 與田　龍人

1-23 鹿児島 新里　葉津紀 1-23 大分 八川　綾佑 宮城 早川　拓実

1-24 1-24 山梨 長田　好生 岡山 岡田　直也

─ 1-25

─ 1-26

2-01 2-01

2-02 2-02 北海道 中野　泰寛 兵庫 足立　祐基

2-03 2-03 埼玉 松本　崇志 神奈川 松本　大典

2-04 2-04 岩手 千葉　愛也 高知 竹村　正典

2-05 2-05 神奈川 松本　大典 佐賀 菅　慶信

2-06 2-06 東京 六笠　陸希 島根 高橋　祐賢

2-07 2-07 広島 庄野　静真 岩手 千葉　愛也

2-08 2-08 滋賀 岩崎　貴文 栃木 井黒　友斗

2-09 2-09 青森 平山　明寿 三重 池邉　龍平

2-10 2-10 富山 宮川　佑介 福井 篠原　章宏

2-11 2-11 大阪 花川　直樹 奈良 河越　欽也

2-12 2-12 沖縄 渡名喜　尚斗 新潟 田中　爾

2-13 2-13 岐阜 遠藤　雅也 京都 辰巳　侑輝

2-14 2-14 熊本 與田　龍人 和歌山 野々村　慧

2-15 2-15 茨城 竹澤　隼 富山 宮川　佑介

2-16 2-16 島根 高橋　祐賢 石川 山下　理貴

2-17 2-17 奈良 河越　欽也 埼玉 松本　崇志

2-18 2-18 兵庫 足立　祐基 沖縄 渡名喜　尚斗

2-19 2-19 岡山 岡田　直也 鹿児島 吉川　和宏

2-20 2-20 香川 今岡　敬浩 香川 今岡　敬浩

2-21 2-21 静岡 和泉　響 山形 今野　嶺

2-22 2-22 宮城 早川　拓実 長野 井上　和宏

2-23 2-23 山口 大井　博晃 滋賀 岩崎　貴文

2-24 2-24 長野 井上　和宏 福岡 砥綿　雄貴

─ 2-25

─ 2-26

50m射場 10m射場 10m射場 10m射場

R60PR AR60 AR60PR AP60

ライフル射撃競技射順表

成年女子 成年男子

50mライフル 10mライフル 10mAP



種　別

射　射
群　座

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06 茨城 大和田　美琴 佐賀 井浦　一希 大分 財津　美加

1-07 奈良 阪口　真唯 茨城 大和田　美琴 徳島 家城　ミチコ 山口 岡田　航大

1-08 福井 五十嵐　美月 神奈川 一ノ渡　桜 東京 相澤　ひかる 山梨 深澤　駿

1-09 石川 清水　春香 千葉 鈴木　若葉 滋賀 田畑　実菜 福島 髙橋　眞斗

1-10 栃木 佐藤　泉美 石川 清水　春香 埼玉 山田　聡子 兵庫 本邑　拓登

1-11 富山 砂田　澪 兵庫 森元　麻琴 福島 増子　香奈 長崎 森　舶

1-12 大分 中村　実佑 栃木 佐藤　泉美 岡山 森本　あゆみ 熊本 山西　健人

1-13 佐賀 井浦　一希 沖縄 饒平名　アリス 宮城 古山　和代 北海道 藤原　琢也

1-14 北海道 佐々木　琉杏 長崎 西川　弥希 秋田 伊藤　胡桃 静岡 大石　義真

1-15 神奈川 一ノ渡　桜 高知 村井　涼果 静岡 安田　里美 千葉 佐々木　徹也

1-16 千葉 鈴木　若葉 大分 中村　実佑 新潟 折谷　未来 埼玉 橋本　昂希

1-17 山梨 小澤　綾香 埼玉 清水　綾乃 大阪 藤村　優美 奈良 向峯　義人

1-18 兵庫 森元　麻琴 山口 山本　綾花 岩手 佐々木　千鶴 鳥取 佐藤　駿太

1-19 宮城 加納　千歩里 滋賀 綾戸　真美 京都 足立　利佐子 栃木 佐々木　秋玲

1-20 徳島 西　千里 福井 五十嵐　美月 鹿児島 鶴田　絢子 福井 大塩　勇斗

1-21 茨城 中野　愛望 宮城 金子　疾風

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

2-01

2-02

2-03

2-04

2-05

2-06

2-07 岐阜 河本　理桜 徳島 西　千里 広島 栗栖　優希

2-08 埼玉 清水　綾乃 東京 生駒　早織 神奈川 鈴木　航太

2-09 三重 小黒　莉奈 三重 小黒　莉奈 沖縄 内原　隆之介

2-10 島根 三原　千晶 岩手 佐藤　綾乃 和歌山 楠本　和紀

2-11 沖縄 饒平名　アリス 宮城 加納　千歩里 東京 内田　英寿

2-12 東京 生駒　早織 岡山 佐藤　綾香 岐阜 松島　朔矢

2-13 福島 佐藤　由美子 福島 佐藤　由美子 佐賀 芳司　健太

2-14 岩手 佐藤　綾乃 山梨 小澤　綾香 茨城 飯田　由多加

2-15 高知 村井　涼果 鳥取 中口　遥 石川 前多　真

2-16 山口 山本　綾花 奈良 阪口　真唯 愛媛 松本　怜志

2-17 長崎 西川　弥希 岐阜 河本　理桜 徳島 竹内　裕登

2-18 滋賀 綾戸　真美 富山 砂田　澪 富山 宮下　愛翔

2-19 岡山 佐藤　綾香 島根 三原　千晶 山形 渡部　葵

2-20 鳥取 中口　遥 北海道 佐々木　琉杏 大分 河内　和己

2-21 長野 柳沢　充

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

10m射場 10m射場 10m射場 10m射場

AR60W AR60PRW AP60W AR60J

ライフル射撃競技射順表

成年女子 少年男子

10mライフル 10mAP 10mライフル



種　別 種　別

射　射 射　射
群　座 群　座

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

1-01 1-01

1-02 1-02 埼玉 小久保　雄太 愛媛 吉岡　恵人 岐阜 平野　真歩

1-03 静岡 和田　愛加里 1-03 沖縄 前泊　佳吾 岐阜 古田　純大 沖縄 宮城　汐李

1-04 岩手 宮野　莉央奈 1-04 栃木 野沢　勇翔 大分 佐藤　高史郎 群馬 久保田　奏

1-05 愛知 弓削　美波 1-05 愛知 岡田　悠 滋賀 池本　隆哉 長崎 髙山　真輝

1-06 熊本 小幡　天音 1-06 茨城 本橋　一馬 沖縄 前泊　佳吾 千葉 広瀬　こころ

1-07 鹿児島 有水　萌子 1-07 徳島 浜田　有都 大阪 外池　巧樹 山口 森脇　友香

1-08 千葉 泉舘　玲香 1-08 富山 寺西　拓巳 佐賀 前山　和宏 大分 山本　琴未

1-09 山梨 村松　魅弥 1-09 北海道 岩間　龍斗 富山 寺西　拓巳 北海道 大島　千枝

1-10 滋賀 岡本　好未 1-10 大分 佐藤　高史郎 福井 加藤　大輝 愛知 柴田　早貴

1-11 埼玉 新井　陽菜 1-11 滋賀 池本　隆哉 千葉 窪田　悠希 栃木 宮下　万綾

1-12 富山 山本　優里 1-12 千葉 窪田　悠希 山形 金子　莉駆 埼玉 柳澤　灯

1-13 高知 大古閑　安南 1-13

1-14 宮崎 山根　萌華 2-01

1-15 山形 鈴木　陽蘭 2-02 岩手 西舘　颯太 北海道 岩間　龍斗 茨城 峰　風花

1-16 三重 藤枝　乙葉 2-03 島根 小林　竜馬 埼玉 小久保　雄太 富山 佐々木　梨乃

1-17 秋田 須田　百香 2-04 岐阜 古田　純大 長崎 毎田　晴彦 山形 吉田　雛子

1-18 兵庫 森川　実紅 2-05 大阪 外池　巧樹 栃木 野沢　勇翔 広島 玉置　琉羽

1-19 栃木 武田　心那 2-06 佐賀 前山　和宏 山口 青嶋　亮太 静岡 村松　佳香

1-20 北海道 村田　聖奈 2-07 高知 濵田　尚也 愛知 岡田　悠 徳島 竹田　麻耶

1-21 福井 三浦　莉桜 2-08 長崎 毎田　晴彦 徳島 浜田　有都 愛媛 福岡　希実

1-22 岐阜 高木　葵 2-09 山口 青嶋　亮太 岩手 西舘　颯太 福井 酒井　綾乃

1-23 沖縄 根間　璃美花 2-10 愛媛 吉岡　恵人 高知 濵田　尚也 宮城 髙山　奏羽

1-24 2-11 福井 加藤　大輝 茨城 本橋　一馬 奈良 山崎　悠

1-25 2-12 山形 金子　莉駆 島根 小林　竜馬 滋賀 松本　奈々

1-26 2-13

2-01

2-02

2-03 東京 門脇　真央

2-04 大分 田口　恵

2-05 奈良 樋口　聖都

2-06 福島 網藤　未来

2-07 宮城 三好　愛佳理

2-08 島根 西原　瑞葵

2-09 徳島 木内　彩葵

2-10 神奈川 神村　彩実

2-11 愛媛 明山　美羽

2-12 広島 林　茜里

2-13 大阪 綾田　日向子

2-14 石川 表　美来

2-15 茨城 五十嵐　仁香

2-16 山口 栗林　悠那

2-17 新潟 上原　果子

2-18 京都 中川　未彩紀

2-19 長崎 松尾　有彩

2-20 佐賀 島　千遥

2-21 福岡 松尾　皐月

2-22 和歌山 牧野　珀久

2-23 鳥取 田中　綾音

2-24

2-25

2-26

10m射場 BR射場 BR射場 BR射場

AR60WJ BR60J BR30J BR60WJ

ライフル射撃競技射順表

少年女子 少年男子 少年女子

10mライフル BR BR



種　別 種　別

射　射 射　射
群　座 群　座

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

1-01 1-01

1-02 広島 玉置　琉羽 1-02 茨城 吉田　理矩 滋賀 山森　月乃

1-03 北海道 大島　千枝 1-03 兵庫 柳井　陽 島根 羽田　向日葵

1-04 愛知 柴田　早貴 1-04 宮城 山本　佳紀 千葉 山本　胡桃

1-05 福井 酒井　綾乃 1-05 奈良 笹尾　龍馬 高知 武市　愛理

1-06 山口 森脇　友香 1-06 北海道 佐竹　優悟 岩手 百岡　鈴音

1-07 長崎 髙山　真輝 1-07 岐阜 吉村　和徳 栃木 黒川　真希

1-08 静岡 村松　佳香 1-08 徳島 岩佐　正貴 山形 佐藤　琳

1-09 富山 佐々木　梨乃 1-09 大分 下津　源也 京都 福原　向葵

1-10 滋賀 松本　奈々 1-10

1-11 奈良 山崎　悠

1-12 群馬 久保田　奏

1-13

2-01 2-01

2-02 千葉 広瀬　こころ 2-02 石川 上瀧　陽向 茨城 佐々木　真由

2-03 茨城 峰　風花 2-03 島根 佐藤　宝仁 岐阜 永野　鈴夏

2-04 埼玉 柳澤　灯 2-04 福井 石丸　大晴 鹿児島 中村　杏華

2-05 沖縄 宮城　汐李 2-05 埼玉 平野　翔大 富山 原田　典佳

2-06 岐阜 平野　真歩 2-06 滋賀 柏木　秀喜 青森 寺沢　久瑠弥

2-07 徳島 竹田　麻耶 2-07 千葉 八田　泰寿 北海道 山田　実花

2-08 栃木 宮下　万綾 2-08 高知 高見　凌空 大分 三ヶ尻　心

2-09 愛媛 福岡　希実 2-09 福岡 小栁　勇生 愛知 伊藤　日陽

2-10 大分 山本　琴未 2-10

2-11 山形 吉田　雛子

2-12 宮城 髙山　奏羽

2-13

BR射場 BP射場 BP射場

BR30WJ BP60J BP60WJ

ライフル射撃競技射順表

少年女子 少年男子 少年女子

BR BP BP



種　別

射　射
群　座

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名
1-01
1-02 福島 加藤　章吾 山形 大平　正義 岡山 上野　卓
1-03 香川 井下　友裕 兵庫 岩田　泰輝 岩手 及川　景介
1-04 福岡 中嶋　宏輔 徳島 河野　雅宣 茨城 戸井田　有史
1-05 長崎 森田　一平 栃木 村山　敦史 神奈川 久松　慶太
1-06 岡山 上野　卓 岩手 及川　景介 広島 藤井　将太
1-07 山口 髙津　晃洋 福井 石丸　貢司 大阪 西岡　永成
1-08 埼玉 松澤　考祐 大阪 西岡　永成 香川 井下　友裕
1-09 茨城 戸井田　有史 青森 石田　良介 静岡 平口　勇飛
1-10 和歌山 清水　晃久 静岡 平口　勇飛 沖縄 金城　康一
1-11 三重 水越　貴之 新潟 村山　義信 千葉 金木　康知
1-12 京都 吉岡　大 滋賀 清水　大央 新潟 村山　義信
1-13 宮城 大野　良明 東京 蟹江　良平 佐賀 堀　貴雅
1-14 熊本 柳川　明博 富山 見角　忠信 岐阜 清水　達哉
1-15 長野 佐原　一輝 鹿児島 宮原　悠 高知 窪添　誉典
1-16 佐賀 堀　貴雅 宮崎 甲斐　和典 奈良 中西　公光
1-17 山梨 寉田　丈 愛知 松本　洋
1-18
2-01
2-02 秋田 髙橋　達彦 福島 加藤　章吾 三重 水越　貴之
2-03 群馬 長谷川　孝生 香川 井下　友裕 滋賀 清水　大央
2-04 岐阜 清水　達哉 福岡 中嶋　宏輔 兵庫 岩田　泰輝
2-05 千葉 金木　康知 長崎 森田　一平 鹿児島 宮原　悠
2-06 広島 藤井　将太 岡山 上野　卓 富山 見角　忠信
2-07 鳥取 湯ノ口　弘之 山口 髙津　晃洋 北海道 飛田　強
2-08 愛知 松本　洋 埼玉 松澤　考祐 宮城 大野　良明
2-09 神奈川 久松　慶太 茨城 戸井田　有史 宮崎 甲斐　和典
2-10 沖縄 金城　康一 和歌山 清水　晃久 埼玉 松澤　考祐
2-11 北海道 飛田　強 三重 水越　貴之 愛媛 越智　浩也
2-12 島根 石田　亮 京都 吉岡　大 福島 加藤　章吾
2-13 大分 髙野　優一 宮城 大野　良明 和歌山 清水　晃久
2-14 奈良 中西　公光 熊本 柳川　明博 熊本 柳川　明博
2-15 高知 窪添　誉典 長野 佐原　一輝 福井 石丸　貢司
2-16 石川 蔭田　貴之 佐賀 堀　貴雅 石川 蔭田　貴之
2-17 愛媛 越智　浩也 山梨 寉田　丈 山形 大平　正義
2-18
3-01
3-02 山形 大平　正義 秋田 髙橋　達彦 徳島 河野　雅宣
3-03 兵庫 岩田　泰輝 群馬 長谷川　孝生 山梨 寉田　丈
3-04 徳島 河野　雅宣 岐阜 清水　達哉 京都 吉岡　大
3-05 栃木 村山　敦史 千葉 金木　康知 東京 蟹江　良平
3-06 岩手 及川　景介 広島 藤井　将太 山口 髙津　晃洋
3-07 福井 石丸　貢司 鳥取 湯ノ口　弘之 長野 佐原　一輝
3-08 大阪 西岡　永成 愛知 松本　洋 栃木 村山　敦史
3-09 青森 石田　良介 神奈川 久松　慶太 鳥取 湯ノ口　弘之
3-10 静岡 平口　勇飛 沖縄 金城　康一 島根 石田　亮
3-11 新潟 村山　義信 北海道 飛田　強 青森 石田　良介
3-12 滋賀 清水　大央 島根 石田　亮 長崎 森田　一平
3-13 東京 蟹江　良平 大分 髙野　優一 大分 髙野　優一
3-14 富山 見角　忠信 奈良 中西　公光 秋田 髙橋　達彦
3-15 鹿児島 宮原　悠 高知 窪添　誉典 福岡 中嶋　宏輔
3-16 宮崎 甲斐　和典 石川 蔭田　貴之 群馬 長谷川　孝生
3-17 愛媛 越智　浩也
3-18

CFP60(精密) CFP60(速射) CFP30

ライフル射撃競技射順表

成年男子
CP

CP射撃場 CP射撃場 CP射撃場


