
―　競技結果　―

   【期　日】平成３０年９月８日（土）

【様式２】

スポーツ吹矢競技

デモンストレーションスポーツ

   【会　場】鯖江市総合体育館（鯖江市）

ジュニアの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 美咲 J5級 1 192 女

ジュニア-男 いずみっこ 村松 吉郎 無級 2 192 男

ジュニア-男 鯖江 徳田 光希 無級 3 190 男

ジュニア-女 鯖江 徳田 百花 無級 4 182 女

ジュニア-女 鯖江 中野 凛嶺 無級 5 178 女

ジュニア-女 いずみっこ 森 葉乃 無級 6 176 女

ジュニア-女 鯖江 村上 依里 J5級 7 170 女

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 一嬉 無級 8 170 女

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 西畑 遥香 無級 9 166 女

ジュニア-男 鯖江 野尻 康平 無級 10 162 男

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 優貴 無級 11 160 女

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 優真 無級 12 160 男

ジュニア-女 鯖江 田辺 愛果 J1級 13 158 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞惺 無級 14 156 男

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 恭弥 無級 15 154 男

ジュニア-男 いずみっこ 小林 右京 無級 16 150 男

ジュニア-男 鯖江 藤本 悠志 無級 17 145 男

ジュニア-女 鯖江 水野 玲花 無級 18 142 女

ジュニア-女 いずみっこ 田中 心菜 無級 19 138 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞弥 無級 20 133 男

ジュニア-男 いずみっこ 森 緒杜 無級 21 125 男

ジュニア-男 いずみっこ 杉本 和帆 無級 22 105 男

ジュニア-男 鯖江 堀 蓮 無級 男

障がい者の部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

障がい者-男 勝山くずりゅう 山田 敏夫 初段 1 158 男

障がい者-男 結の故郷越前おおの 山本 美夫 初段 2 158 男

障がい者-男 勝山くずりゅう 高間 亮治 初段 3 144 男

障がい者-女 つぐみ福井 山崎 民子 無級 4 122 女

障がい者-男 県障がい者協会 山崎 俊太郎 無級 5 66 男

障がい者-女 勝山くずりゅう 小沢 勝子 三段 女

女子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 安岡 有紀恵 1級 1 182 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 佐々木 薫 1級 2 180 女

一般6M-女 おおのマカロニ 橋本 あき子 無級 3 178 女

一般6M-女 おおのマカロニ 松田 禮子 無級 4 176 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 末定 富子 2級 5 176 女

一般6M-女 おおのマカロニ 城地 恭子 無級 6 176 女

一般6M-女 SF日の出 北島 信子 無級 7 174 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 永井 惠子 2級 8 172 女

一般6M-女 つぐみ福井 佐藤 美智子 無級 9 172 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 相澤 壽子 無級 10 171 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 有田 由美子 1級 11 170 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 桑野 和恵 無級 12 164 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 島嵜 ヒサ子 無級 13 164 女

一般6M-女 福井南 牧山 八代重 2級 14 164 女

一般6M-女 おおのマカロニ 山腰 とし子 無級 15 158 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 松井 久美子 2級 16 150 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 海道 清美 無級 17 150 女

一般6M-女 おおのマカロニ 高畑 美子 無級 18 148 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 藤本 三子 無級 19 146 女

一般6M-女 鯖江 竹田 順子 無級 20 144 女

一般6M-女 おおのマカロニ 鈴木 美智子 無級 21 142 女

一般6M-女 つぐみ福井 山崎 玲子 1級 22 137 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 高村 洋子 無級 23 135 女

一般6M-女 おおのマカロニ 道岸 眞由美 無級 24 132 女

一般6M-女 つぐみ福井 木米 喜美子 1級 25 126 女

一般6M-女 福井南 奥村 道子 1級 26 98 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 五十嵐 心知子 無級 女

一般6M-女 つぐみ福井 中島 敏美 2級 女

男子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-男 鯖江 三好 昭 1級 1 204 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高村 一夫 無級 2 196 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 俊一 無級 3 190 男

一般6M-男 ふくいフェニックス 木村 修三 1級 4 184 男

一般6M-男 SF日の出 黒川 能男 無級 5 184 男

一般6M-男 勝山くずりゅう 牧野 元恵 2級 6 182 男

一般6M-男 SF日の出 粟田 公二 無級 7 180 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 隆夫 無級 8 180 男

一般6M-男 鯖江 上田 賢治 1級 9 180 男

一般6M-男 SF日の出 黒田 修平 無級 10 176 男

一般6M-男 SF日の出 酒井 秀夫 無級 11 176 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 斉藤 一栄 無級 12 169 男

一般6M-男 福井南 森下 茂雄 1級 13 166 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 前側 明夫 2級 14 162 男

一般6M-男 サンライズＳＦＣ 河部 秀範 1級 15 160 男

一般6M-男 福井南 藤田 良信 2級 16 160 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 国男 無級 17 154 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 中山 久勝 無級 18 152 男

一般6M-男 つぐみ福井 愛場 寛嗣 1級 19 146 男

一般6M-男 鯖江 上島 敬祥 無級 20 145 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 耕市 無級 21 144 男

一般6M-男 平泉寺まほろば 山内 龍治 2級 22 135 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 石川 尚治 無級 23 130 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 恐神 正治 無級 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 六井 光春 無級 男

女子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-女 つぐみ福井 玉村 八重子 初段 1 180 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 多田 まゆみ 初段 2 172 女

一般8M-女 福井南 篭谷 周子 二段 3 166 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 西野 敦子 二段 4 166 女

一般8M-女 平泉寺まほろば 山内 百合子 二段 5 164 女

一般8M-女 福井南 山田 啓子 二段 6 164 女

一般8M-女 福井南 小坂 朋代 二段 7 160 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 立野 正子 二段 8 158 女

一般8M-女 福井南 浦上 成子 初段 9 154 女

一般8M-女 鯖江 惣宇利 尚美 二段 10 151 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 南茂 千代子 二段 11 149 女

一般8M-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 とよ美 初段 12 148 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 野㞍 眞理 初段 13 131 女

一般8M-女 つぐみ福井 潮田 喜美枝 初段 14 131 女

一般8M-女 福井Dragon 森口 トモヱ 初段 15 130 女

一般8M-女 つぐみ福井 広部 敬子 初段 16 100 女

一般8M-女 つぐみ福井 中林 郁代 初段 17 95 女

一般8M-女 福井南 伊藤 よしを 初段 女

男子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-男 春江スポーツ吹矢同好会 川畑 孝治 初段 1 192 男

一般8M-男 福井南 安野 久和 二段 2 180 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 前田 和彦 二段 3 176 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 笹島 年一 初段 4 174 男

一般8M-男 サンライズＳＦＣ 有田 昌弘 二段 5 172 男

一般8M-男 福井Dragon 上坂 光弘 二段 6 168 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 西野 秀美 二段 7 156 男

一般8M-男 鯖江 石田 安弘 初段 8 152 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 桜井 靖男 二段 9 151 男

一般8M-男 鯖江 水嶋 正信 初段 10 150 男

一般8M-男 つぐみ福井 中林 幹夫 二段 11 134 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 田村 三治 二段 12 131 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 錦古里 英樹 初段 13 104 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 柿木 正次 初段 男

一般8M-男 鯖江 山本 昭彦 二段 男

女子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-女 勝山くずりゅう 笠松 絹枝 三段 1 176 女

一般10M-女 つぐみ福井 田中 秀子 五段 2 156 女

一般10M-女 福井南 坂下 文代 三段 3 154 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 河野 つや子 四段 4 144 女

一般10M-女 福井南 島田 希代子 四段 5 140 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 加藤 律子 三段 6 130 女

一般10M-女 福井南 岡 敬子 三段 7 107 女

一般10M-女 福井南 清川 茂子 三段 女

一般10M-女 福井南 海道 典子 三段 女

男子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-男 勝山くずりゅう 大道 光一 四段 1 188 男

一般10M-男 福井南 酒井 高信 五段 2 186 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 松田 数実 四段 3 178 男

一般10M-男 福井南 稲垣 勝美 四段 4 174 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 加藤 正喜 五段 5 170 男

一般10M-男 福井南 細田 次雄 三段 6 164 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 山内 正博 四段 7 162 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 三津谷 正典 四段 8 159 男

一般10M-男 福井南 田端 祐治 三段 9 157 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 平澤 耕治 五段 10 157 男

一般10M-男 福井南 宇野 明 四段 11 156 男

一般10M-男 鯖江 上坂 崇重 三段 12 152 男

一般10M-男 鯖江 片山 弘敏 五段 13 149 男

一般10M-男 福井南 高間 信義 五段 14 148 男

一般10M-男 福井南 内田 晃 四段 15 146 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 岡田 義信 三段 16 139 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 和田 次泰 三段 17 135 男

一般10M-男 ふくいフェニックス 清水 照夫 三段 18 135 男

一般10M-男 鯖江 大川 富夫 三段 19 131 男

一般10M-男 鯖江 谷田 道治 五段 20 130 男

一般10M-男 福井南 牧野 義照 三段 21 127 男

一般10M-男 福井南 前田 俊一 四段 22 126 男

一般10M-男 つぐみ福井 山﨑 初蔵 四段 23 113 男

一般10M-男 福井南 梶原 秀雄 五段 24 94 男

一般10M-男 福井南 千馬 仁視 三段 0 男

基本動作奨励賞 いずみっこ 村松　吉郎

いずみっこ 森　葉乃

鯖江 徳田　百花

春江スポーツ吹矢同好会 海道　清美

パーフェクト賞 サンライズSFC 稲垣　美咲

鯖江 徳田　百花

いずみっこ 山﨑　一嬉

平泉寺まほろば 松田　数実

SF日の出 北島　信子

つぐみ福井 佐藤　美智子

鯖江 三好　昭

春江スポーツ吹矢同好会 高村　一夫

春江スポーツ吹矢同好会 高山　俊一

SF日の出 粟田　公二

鯖江 上田　賢治

春江スポーツ吹矢同好会 中山　久勝

平泉寺まほろば 山内　龍治

春江スポーツ吹矢同好会 川畑　孝治

福井Dragon 上坂　光弘

デモスポ大会スポーツ吹矢競技個人戦成績表 H30.9.8



ジュニアの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 美咲 J5級 1 192 女

ジュニア-男 いずみっこ 村松 吉郎 無級 2 192 男

ジュニア-男 鯖江 徳田 光希 無級 3 190 男

ジュニア-女 鯖江 徳田 百花 無級 4 182 女

ジュニア-女 鯖江 中野 凛嶺 無級 5 178 女

ジュニア-女 いずみっこ 森 葉乃 無級 6 176 女

ジュニア-女 鯖江 村上 依里 J5級 7 170 女

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 一嬉 無級 8 170 女

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 西畑 遥香 無級 9 166 女

ジュニア-男 鯖江 野尻 康平 無級 10 162 男

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 優貴 無級 11 160 女

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 優真 無級 12 160 男

ジュニア-女 鯖江 田辺 愛果 J1級 13 158 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞惺 無級 14 156 男

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 恭弥 無級 15 154 男

ジュニア-男 いずみっこ 小林 右京 無級 16 150 男

ジュニア-男 鯖江 藤本 悠志 無級 17 145 男

ジュニア-女 鯖江 水野 玲花 無級 18 142 女

ジュニア-女 いずみっこ 田中 心菜 無級 19 138 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞弥 無級 20 133 男

ジュニア-男 いずみっこ 森 緒杜 無級 21 125 男

ジュニア-男 いずみっこ 杉本 和帆 無級 22 105 男

ジュニア-男 鯖江 堀 蓮 無級 男

障がい者の部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

障がい者-男 勝山くずりゅう 山田 敏夫 初段 1 158 男

障がい者-男 結の故郷越前おおの 山本 美夫 初段 2 158 男

障がい者-男 勝山くずりゅう 高間 亮治 初段 3 144 男

障がい者-女 つぐみ福井 山崎 民子 無級 4 122 女

障がい者-男 県障がい者協会 山崎 俊太郎 無級 5 66 男

障がい者-女 勝山くずりゅう 小沢 勝子 三段 女

女子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 安岡 有紀恵 1級 1 182 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 佐々木 薫 1級 2 180 女

一般6M-女 おおのマカロニ 橋本 あき子 無級 3 178 女

一般6M-女 おおのマカロニ 松田 禮子 無級 4 176 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 末定 富子 2級 5 176 女

一般6M-女 おおのマカロニ 城地 恭子 無級 6 176 女

一般6M-女 SF日の出 北島 信子 無級 7 174 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 永井 惠子 2級 8 172 女

一般6M-女 つぐみ福井 佐藤 美智子 無級 9 172 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 相澤 壽子 無級 10 171 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 有田 由美子 1級 11 170 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 桑野 和恵 無級 12 164 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 島嵜 ヒサ子 無級 13 164 女

一般6M-女 福井南 牧山 八代重 2級 14 164 女

一般6M-女 おおのマカロニ 山腰 とし子 無級 15 158 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 松井 久美子 2級 16 150 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 海道 清美 無級 17 150 女

一般6M-女 おおのマカロニ 高畑 美子 無級 18 148 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 藤本 三子 無級 19 146 女

一般6M-女 鯖江 竹田 順子 無級 20 144 女

一般6M-女 おおのマカロニ 鈴木 美智子 無級 21 142 女

一般6M-女 つぐみ福井 山崎 玲子 1級 22 137 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 高村 洋子 無級 23 135 女

一般6M-女 おおのマカロニ 道岸 眞由美 無級 24 132 女

一般6M-女 つぐみ福井 木米 喜美子 1級 25 126 女

一般6M-女 福井南 奥村 道子 1級 26 98 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 五十嵐 心知子 無級 女

一般6M-女 つぐみ福井 中島 敏美 2級 女

男子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-男 鯖江 三好 昭 1級 1 204 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高村 一夫 無級 2 196 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 俊一 無級 3 190 男

一般6M-男 ふくいフェニックス 木村 修三 1級 4 184 男

一般6M-男 SF日の出 黒川 能男 無級 5 184 男

一般6M-男 勝山くずりゅう 牧野 元恵 2級 6 182 男

一般6M-男 SF日の出 粟田 公二 無級 7 180 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 隆夫 無級 8 180 男

一般6M-男 鯖江 上田 賢治 1級 9 180 男

一般6M-男 SF日の出 黒田 修平 無級 10 176 男

一般6M-男 SF日の出 酒井 秀夫 無級 11 176 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 斉藤 一栄 無級 12 169 男

一般6M-男 福井南 森下 茂雄 1級 13 166 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 前側 明夫 2級 14 162 男

一般6M-男 サンライズＳＦＣ 河部 秀範 1級 15 160 男

一般6M-男 福井南 藤田 良信 2級 16 160 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 国男 無級 17 154 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 中山 久勝 無級 18 152 男

一般6M-男 つぐみ福井 愛場 寛嗣 1級 19 146 男

一般6M-男 鯖江 上島 敬祥 無級 20 145 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 耕市 無級 21 144 男

一般6M-男 平泉寺まほろば 山内 龍治 2級 22 135 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 石川 尚治 無級 23 130 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 恐神 正治 無級 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 六井 光春 無級 男

女子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-女 つぐみ福井 玉村 八重子 初段 1 180 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 多田 まゆみ 初段 2 172 女

一般8M-女 福井南 篭谷 周子 二段 3 166 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 西野 敦子 二段 4 166 女

一般8M-女 平泉寺まほろば 山内 百合子 二段 5 164 女

一般8M-女 福井南 山田 啓子 二段 6 164 女

一般8M-女 福井南 小坂 朋代 二段 7 160 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 立野 正子 二段 8 158 女

一般8M-女 福井南 浦上 成子 初段 9 154 女

一般8M-女 鯖江 惣宇利 尚美 二段 10 151 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 南茂 千代子 二段 11 149 女

一般8M-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 とよ美 初段 12 148 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 野㞍 眞理 初段 13 131 女

一般8M-女 つぐみ福井 潮田 喜美枝 初段 14 131 女

一般8M-女 福井Dragon 森口 トモヱ 初段 15 130 女

一般8M-女 つぐみ福井 広部 敬子 初段 16 100 女

一般8M-女 つぐみ福井 中林 郁代 初段 17 95 女

一般8M-女 福井南 伊藤 よしを 初段 女

男子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-男 春江スポーツ吹矢同好会 川畑 孝治 初段 1 192 男

一般8M-男 福井南 安野 久和 二段 2 180 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 前田 和彦 二段 3 176 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 笹島 年一 初段 4 174 男

一般8M-男 サンライズＳＦＣ 有田 昌弘 二段 5 172 男

一般8M-男 福井Dragon 上坂 光弘 二段 6 168 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 西野 秀美 二段 7 156 男

一般8M-男 鯖江 石田 安弘 初段 8 152 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 桜井 靖男 二段 9 151 男

一般8M-男 鯖江 水嶋 正信 初段 10 150 男

一般8M-男 つぐみ福井 中林 幹夫 二段 11 134 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 田村 三治 二段 12 131 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 錦古里 英樹 初段 13 104 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 柿木 正次 初段 男

一般8M-男 鯖江 山本 昭彦 二段 男

女子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-女 勝山くずりゅう 笠松 絹枝 三段 1 176 女

一般10M-女 つぐみ福井 田中 秀子 五段 2 156 女

一般10M-女 福井南 坂下 文代 三段 3 154 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 河野 つや子 四段 4 144 女

一般10M-女 福井南 島田 希代子 四段 5 140 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 加藤 律子 三段 6 130 女

一般10M-女 福井南 岡 敬子 三段 7 107 女

一般10M-女 福井南 清川 茂子 三段 女

一般10M-女 福井南 海道 典子 三段 女

男子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-男 勝山くずりゅう 大道 光一 四段 1 188 男

一般10M-男 福井南 酒井 高信 五段 2 186 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 松田 数実 四段 3 178 男

一般10M-男 福井南 稲垣 勝美 四段 4 174 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 加藤 正喜 五段 5 170 男

一般10M-男 福井南 細田 次雄 三段 6 164 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 山内 正博 四段 7 162 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 三津谷 正典 四段 8 159 男

一般10M-男 福井南 田端 祐治 三段 9 157 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 平澤 耕治 五段 10 157 男

一般10M-男 福井南 宇野 明 四段 11 156 男

一般10M-男 鯖江 上坂 崇重 三段 12 152 男

一般10M-男 鯖江 片山 弘敏 五段 13 149 男

一般10M-男 福井南 高間 信義 五段 14 148 男

一般10M-男 福井南 内田 晃 四段 15 146 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 岡田 義信 三段 16 139 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 和田 次泰 三段 17 135 男

一般10M-男 ふくいフェニックス 清水 照夫 三段 18 135 男

一般10M-男 鯖江 大川 富夫 三段 19 131 男

一般10M-男 鯖江 谷田 道治 五段 20 130 男

一般10M-男 福井南 牧野 義照 三段 21 127 男

一般10M-男 福井南 前田 俊一 四段 22 126 男

一般10M-男 つぐみ福井 山﨑 初蔵 四段 23 113 男

一般10M-男 福井南 梶原 秀雄 五段 24 94 男

一般10M-男 福井南 千馬 仁視 三段 0 男

基本動作奨励賞 いずみっこ 村松　吉郎

いずみっこ 森　葉乃

鯖江 徳田　百花

春江スポーツ吹矢同好会 海道　清美

パーフェクト賞 サンライズSFC 稲垣　美咲

鯖江 徳田　百花

いずみっこ 山﨑　一嬉

平泉寺まほろば 松田　数実

SF日の出 北島　信子

つぐみ福井 佐藤　美智子

鯖江 三好　昭

春江スポーツ吹矢同好会 高村　一夫

春江スポーツ吹矢同好会 高山　俊一

SF日の出 粟田　公二

鯖江 上田　賢治

春江スポーツ吹矢同好会 中山　久勝

平泉寺まほろば 山内　龍治

春江スポーツ吹矢同好会 川畑　孝治

福井Dragon 上坂　光弘

デモスポ大会スポーツ吹矢競技個人戦成績表 H30.9.8



ジュニアの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 美咲 J5級 1 192 女

ジュニア-男 いずみっこ 村松 吉郎 無級 2 192 男

ジュニア-男 鯖江 徳田 光希 無級 3 190 男

ジュニア-女 鯖江 徳田 百花 無級 4 182 女

ジュニア-女 鯖江 中野 凛嶺 無級 5 178 女

ジュニア-女 いずみっこ 森 葉乃 無級 6 176 女

ジュニア-女 鯖江 村上 依里 J5級 7 170 女

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 一嬉 無級 8 170 女

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 西畑 遥香 無級 9 166 女

ジュニア-男 鯖江 野尻 康平 無級 10 162 男

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 優貴 無級 11 160 女

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 優真 無級 12 160 男

ジュニア-女 鯖江 田辺 愛果 J1級 13 158 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞惺 無級 14 156 男

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 恭弥 無級 15 154 男

ジュニア-男 いずみっこ 小林 右京 無級 16 150 男

ジュニア-男 鯖江 藤本 悠志 無級 17 145 男

ジュニア-女 鯖江 水野 玲花 無級 18 142 女

ジュニア-女 いずみっこ 田中 心菜 無級 19 138 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞弥 無級 20 133 男

ジュニア-男 いずみっこ 森 緒杜 無級 21 125 男

ジュニア-男 いずみっこ 杉本 和帆 無級 22 105 男

ジュニア-男 鯖江 堀 蓮 無級 男

障がい者の部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

障がい者-男 勝山くずりゅう 山田 敏夫 初段 1 158 男

障がい者-男 結の故郷越前おおの 山本 美夫 初段 2 158 男

障がい者-男 勝山くずりゅう 高間 亮治 初段 3 144 男

障がい者-女 つぐみ福井 山崎 民子 無級 4 122 女

障がい者-男 県障がい者協会 山崎 俊太郎 無級 5 66 男

障がい者-女 勝山くずりゅう 小沢 勝子 三段 女

女子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 安岡 有紀恵 1級 1 182 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 佐々木 薫 1級 2 180 女

一般6M-女 おおのマカロニ 橋本 あき子 無級 3 178 女

一般6M-女 おおのマカロニ 松田 禮子 無級 4 176 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 末定 富子 2級 5 176 女

一般6M-女 おおのマカロニ 城地 恭子 無級 6 176 女

一般6M-女 SF日の出 北島 信子 無級 7 174 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 永井 惠子 2級 8 172 女

一般6M-女 つぐみ福井 佐藤 美智子 無級 9 172 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 相澤 壽子 無級 10 171 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 有田 由美子 1級 11 170 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 桑野 和恵 無級 12 164 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 島嵜 ヒサ子 無級 13 164 女

一般6M-女 福井南 牧山 八代重 2級 14 164 女

一般6M-女 おおのマカロニ 山腰 とし子 無級 15 158 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 松井 久美子 2級 16 150 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 海道 清美 無級 17 150 女

一般6M-女 おおのマカロニ 高畑 美子 無級 18 148 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 藤本 三子 無級 19 146 女

一般6M-女 鯖江 竹田 順子 無級 20 144 女

一般6M-女 おおのマカロニ 鈴木 美智子 無級 21 142 女

一般6M-女 つぐみ福井 山崎 玲子 1級 22 137 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 高村 洋子 無級 23 135 女

一般6M-女 おおのマカロニ 道岸 眞由美 無級 24 132 女

一般6M-女 つぐみ福井 木米 喜美子 1級 25 126 女

一般6M-女 福井南 奥村 道子 1級 26 98 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 五十嵐 心知子 無級 女

一般6M-女 つぐみ福井 中島 敏美 2級 女

男子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-男 鯖江 三好 昭 1級 1 204 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高村 一夫 無級 2 196 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 俊一 無級 3 190 男

一般6M-男 ふくいフェニックス 木村 修三 1級 4 184 男

一般6M-男 SF日の出 黒川 能男 無級 5 184 男

一般6M-男 勝山くずりゅう 牧野 元恵 2級 6 182 男

一般6M-男 SF日の出 粟田 公二 無級 7 180 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 隆夫 無級 8 180 男

一般6M-男 鯖江 上田 賢治 1級 9 180 男

一般6M-男 SF日の出 黒田 修平 無級 10 176 男

一般6M-男 SF日の出 酒井 秀夫 無級 11 176 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 斉藤 一栄 無級 12 169 男

一般6M-男 福井南 森下 茂雄 1級 13 166 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 前側 明夫 2級 14 162 男

一般6M-男 サンライズＳＦＣ 河部 秀範 1級 15 160 男

一般6M-男 福井南 藤田 良信 2級 16 160 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 国男 無級 17 154 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 中山 久勝 無級 18 152 男

一般6M-男 つぐみ福井 愛場 寛嗣 1級 19 146 男

一般6M-男 鯖江 上島 敬祥 無級 20 145 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 耕市 無級 21 144 男

一般6M-男 平泉寺まほろば 山内 龍治 2級 22 135 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 石川 尚治 無級 23 130 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 恐神 正治 無級 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 六井 光春 無級 男

女子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-女 つぐみ福井 玉村 八重子 初段 1 180 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 多田 まゆみ 初段 2 172 女

一般8M-女 福井南 篭谷 周子 二段 3 166 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 西野 敦子 二段 4 166 女

一般8M-女 平泉寺まほろば 山内 百合子 二段 5 164 女

一般8M-女 福井南 山田 啓子 二段 6 164 女

一般8M-女 福井南 小坂 朋代 二段 7 160 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 立野 正子 二段 8 158 女

一般8M-女 福井南 浦上 成子 初段 9 154 女

一般8M-女 鯖江 惣宇利 尚美 二段 10 151 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 南茂 千代子 二段 11 149 女

一般8M-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 とよ美 初段 12 148 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 野㞍 眞理 初段 13 131 女

一般8M-女 つぐみ福井 潮田 喜美枝 初段 14 131 女

一般8M-女 福井Dragon 森口 トモヱ 初段 15 130 女

一般8M-女 つぐみ福井 広部 敬子 初段 16 100 女

一般8M-女 つぐみ福井 中林 郁代 初段 17 95 女

一般8M-女 福井南 伊藤 よしを 初段 女

男子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-男 春江スポーツ吹矢同好会 川畑 孝治 初段 1 192 男

一般8M-男 福井南 安野 久和 二段 2 180 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 前田 和彦 二段 3 176 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 笹島 年一 初段 4 174 男

一般8M-男 サンライズＳＦＣ 有田 昌弘 二段 5 172 男

一般8M-男 福井Dragon 上坂 光弘 二段 6 168 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 西野 秀美 二段 7 156 男

一般8M-男 鯖江 石田 安弘 初段 8 152 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 桜井 靖男 二段 9 151 男

一般8M-男 鯖江 水嶋 正信 初段 10 150 男

一般8M-男 つぐみ福井 中林 幹夫 二段 11 134 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 田村 三治 二段 12 131 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 錦古里 英樹 初段 13 104 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 柿木 正次 初段 男

一般8M-男 鯖江 山本 昭彦 二段 男

女子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-女 勝山くずりゅう 笠松 絹枝 三段 1 176 女

一般10M-女 つぐみ福井 田中 秀子 五段 2 156 女

一般10M-女 福井南 坂下 文代 三段 3 154 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 河野 つや子 四段 4 144 女

一般10M-女 福井南 島田 希代子 四段 5 140 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 加藤 律子 三段 6 130 女

一般10M-女 福井南 岡 敬子 三段 7 107 女

一般10M-女 福井南 清川 茂子 三段 女

一般10M-女 福井南 海道 典子 三段 女

男子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-男 勝山くずりゅう 大道 光一 四段 1 188 男

一般10M-男 福井南 酒井 高信 五段 2 186 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 松田 数実 四段 3 178 男

一般10M-男 福井南 稲垣 勝美 四段 4 174 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 加藤 正喜 五段 5 170 男

一般10M-男 福井南 細田 次雄 三段 6 164 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 山内 正博 四段 7 162 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 三津谷 正典 四段 8 159 男

一般10M-男 福井南 田端 祐治 三段 9 157 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 平澤 耕治 五段 10 157 男

一般10M-男 福井南 宇野 明 四段 11 156 男

一般10M-男 鯖江 上坂 崇重 三段 12 152 男

一般10M-男 鯖江 片山 弘敏 五段 13 149 男

一般10M-男 福井南 高間 信義 五段 14 148 男

一般10M-男 福井南 内田 晃 四段 15 146 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 岡田 義信 三段 16 139 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 和田 次泰 三段 17 135 男

一般10M-男 ふくいフェニックス 清水 照夫 三段 18 135 男

一般10M-男 鯖江 大川 富夫 三段 19 131 男

一般10M-男 鯖江 谷田 道治 五段 20 130 男

一般10M-男 福井南 牧野 義照 三段 21 127 男

一般10M-男 福井南 前田 俊一 四段 22 126 男

一般10M-男 つぐみ福井 山﨑 初蔵 四段 23 113 男

一般10M-男 福井南 梶原 秀雄 五段 24 94 男

一般10M-男 福井南 千馬 仁視 三段 0 男

基本動作奨励賞 いずみっこ 村松　吉郎

いずみっこ 森　葉乃

鯖江 徳田　百花

春江スポーツ吹矢同好会 海道　清美

パーフェクト賞 サンライズSFC 稲垣　美咲

鯖江 徳田　百花

いずみっこ 山﨑　一嬉

平泉寺まほろば 松田　数実

SF日の出 北島　信子

つぐみ福井 佐藤　美智子

鯖江 三好　昭

春江スポーツ吹矢同好会 高村　一夫

春江スポーツ吹矢同好会 高山　俊一

SF日の出 粟田　公二

鯖江 上田　賢治

春江スポーツ吹矢同好会 中山　久勝

平泉寺まほろば 山内　龍治

春江スポーツ吹矢同好会 川畑　孝治

福井Dragon 上坂　光弘

デモスポ大会スポーツ吹矢競技個人戦成績表 H30.9.8



ジュニアの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 美咲 J5級 1 192 女

ジュニア-男 いずみっこ 村松 吉郎 無級 2 192 男

ジュニア-男 鯖江 徳田 光希 無級 3 190 男

ジュニア-女 鯖江 徳田 百花 無級 4 182 女

ジュニア-女 鯖江 中野 凛嶺 無級 5 178 女

ジュニア-女 いずみっこ 森 葉乃 無級 6 176 女

ジュニア-女 鯖江 村上 依里 J5級 7 170 女

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 一嬉 無級 8 170 女

ジュニア-女 サンライズＳＦＣ 西畑 遥香 無級 9 166 女

ジュニア-男 鯖江 野尻 康平 無級 10 162 男

ジュニア-女 いずみっこ 山﨑 優貴 無級 11 160 女

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 優真 無級 12 160 男

ジュニア-女 鯖江 田辺 愛果 J1級 13 158 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞惺 無級 14 156 男

ジュニア-男 つぐみ福井 田中 恭弥 無級 15 154 男

ジュニア-男 いずみっこ 小林 右京 無級 16 150 男

ジュニア-男 鯖江 藤本 悠志 無級 17 145 男

ジュニア-女 鯖江 水野 玲花 無級 18 142 女

ジュニア-女 いずみっこ 田中 心菜 無級 19 138 女

ジュニア-男 鯖江 多田 眞弥 無級 20 133 男

ジュニア-男 いずみっこ 森 緒杜 無級 21 125 男

ジュニア-男 いずみっこ 杉本 和帆 無級 22 105 男

ジュニア-男 鯖江 堀 蓮 無級 男

障がい者の部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

障がい者-男 勝山くずりゅう 山田 敏夫 初段 1 158 男

障がい者-男 結の故郷越前おおの 山本 美夫 初段 2 158 男

障がい者-男 勝山くずりゅう 高間 亮治 初段 3 144 男

障がい者-女 つぐみ福井 山崎 民子 無級 4 122 女

障がい者-男 県障がい者協会 山崎 俊太郎 無級 5 66 男

障がい者-女 勝山くずりゅう 小沢 勝子 三段 女

女子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 安岡 有紀恵 1級 1 182 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 佐々木 薫 1級 2 180 女

一般6M-女 おおのマカロニ 橋本 あき子 無級 3 178 女

一般6M-女 おおのマカロニ 松田 禮子 無級 4 176 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 末定 富子 2級 5 176 女

一般6M-女 おおのマカロニ 城地 恭子 無級 6 176 女

一般6M-女 SF日の出 北島 信子 無級 7 174 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 永井 惠子 2級 8 172 女

一般6M-女 つぐみ福井 佐藤 美智子 無級 9 172 女

一般6M-女 ふくいフェニックス 相澤 壽子 無級 10 171 女

一般6M-女 サンライズＳＦＣ 有田 由美子 1級 11 170 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 桑野 和恵 無級 12 164 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 島嵜 ヒサ子 無級 13 164 女

一般6M-女 福井南 牧山 八代重 2級 14 164 女

一般6M-女 おおのマカロニ 山腰 とし子 無級 15 158 女

一般6M-女 平泉寺まほろば 松井 久美子 2級 16 150 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 海道 清美 無級 17 150 女

一般6M-女 おおのマカロニ 高畑 美子 無級 18 148 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 藤本 三子 無級 19 146 女

一般6M-女 鯖江 竹田 順子 無級 20 144 女

一般6M-女 おおのマカロニ 鈴木 美智子 無級 21 142 女

一般6M-女 つぐみ福井 山崎 玲子 1級 22 137 女

一般6M-女 日新スポーツ吹矢同好会 高村 洋子 無級 23 135 女

一般6M-女 おおのマカロニ 道岸 眞由美 無級 24 132 女

一般6M-女 つぐみ福井 木米 喜美子 1級 25 126 女

一般6M-女 福井南 奥村 道子 1級 26 98 女

一般6M-女 春江スポーツ吹矢同好会 五十嵐 心知子 無級 女

一般6M-女 つぐみ福井 中島 敏美 2級 女

男子6mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般6M-男 鯖江 三好 昭 1級 1 204 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高村 一夫 無級 2 196 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 俊一 無級 3 190 男

一般6M-男 ふくいフェニックス 木村 修三 1級 4 184 男

一般6M-男 SF日の出 黒川 能男 無級 5 184 男

一般6M-男 勝山くずりゅう 牧野 元恵 2級 6 182 男

一般6M-男 SF日の出 粟田 公二 無級 7 180 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 隆夫 無級 8 180 男

一般6M-男 鯖江 上田 賢治 1級 9 180 男

一般6M-男 SF日の出 黒田 修平 無級 10 176 男

一般6M-男 SF日の出 酒井 秀夫 無級 11 176 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 斉藤 一栄 無級 12 169 男

一般6M-男 福井南 森下 茂雄 1級 13 166 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 前側 明夫 2級 14 162 男

一般6M-男 サンライズＳＦＣ 河部 秀範 1級 15 160 男

一般6M-男 福井南 藤田 良信 2級 16 160 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 高山 国男 無級 17 154 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 中山 久勝 無級 18 152 男

一般6M-男 つぐみ福井 愛場 寛嗣 1級 19 146 男

一般6M-男 鯖江 上島 敬祥 無級 20 145 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 山田 耕市 無級 21 144 男

一般6M-男 平泉寺まほろば 山内 龍治 2級 22 135 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 石川 尚治 無級 23 130 男

一般6M-男 日新スポーツ吹矢同好会 恐神 正治 無級 男

一般6M-男 春江スポーツ吹矢同好会 六井 光春 無級 男

女子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-女 つぐみ福井 玉村 八重子 初段 1 180 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 多田 まゆみ 初段 2 172 女

一般8M-女 福井南 篭谷 周子 二段 3 166 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 西野 敦子 二段 4 166 女

一般8M-女 平泉寺まほろば 山内 百合子 二段 5 164 女

一般8M-女 福井南 山田 啓子 二段 6 164 女

一般8M-女 福井南 小坂 朋代 二段 7 160 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 立野 正子 二段 8 158 女

一般8M-女 福井南 浦上 成子 初段 9 154 女

一般8M-女 鯖江 惣宇利 尚美 二段 10 151 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 南茂 千代子 二段 11 149 女

一般8M-女 サンライズＳＦＣ 稲垣 とよ美 初段 12 148 女

一般8M-女 勝山くずりゅう 野㞍 眞理 初段 13 131 女

一般8M-女 つぐみ福井 潮田 喜美枝 初段 14 131 女

一般8M-女 福井Dragon 森口 トモヱ 初段 15 130 女

一般8M-女 つぐみ福井 広部 敬子 初段 16 100 女

一般8M-女 つぐみ福井 中林 郁代 初段 17 95 女

一般8M-女 福井南 伊藤 よしを 初段 女

男子8mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般8M-男 春江スポーツ吹矢同好会 川畑 孝治 初段 1 192 男

一般8M-男 福井南 安野 久和 二段 2 180 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 前田 和彦 二段 3 176 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 笹島 年一 初段 4 174 男

一般8M-男 サンライズＳＦＣ 有田 昌弘 二段 5 172 男

一般8M-男 福井Dragon 上坂 光弘 二段 6 168 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 西野 秀美 二段 7 156 男

一般8M-男 鯖江 石田 安弘 初段 8 152 男

一般8M-男 勝山くずりゅう 桜井 靖男 二段 9 151 男

一般8M-男 鯖江 水嶋 正信 初段 10 150 男

一般8M-男 つぐみ福井 中林 幹夫 二段 11 134 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 田村 三治 二段 12 131 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 錦古里 英樹 初段 13 104 男

一般8M-男 結の故郷越前おおの 柿木 正次 初段 男

一般8M-男 鯖江 山本 昭彦 二段 男

女子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-女 勝山くずりゅう 笠松 絹枝 三段 1 176 女

一般10M-女 つぐみ福井 田中 秀子 五段 2 156 女

一般10M-女 福井南 坂下 文代 三段 3 154 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 河野 つや子 四段 4 144 女

一般10M-女 福井南 島田 希代子 四段 5 140 女

一般10M-女 勝山くずりゅう 加藤 律子 三段 6 130 女

一般10M-女 福井南 岡 敬子 三段 7 107 女

一般10M-女 福井南 清川 茂子 三段 女

一般10M-女 福井南 海道 典子 三段 女

男子10mの部

種目-性別 所　属 氏　名 段・級 順位 点数 性別

一般10M-男 勝山くずりゅう 大道 光一 四段 1 188 男

一般10M-男 福井南 酒井 高信 五段 2 186 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 松田 数実 四段 3 178 男

一般10M-男 福井南 稲垣 勝美 四段 4 174 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 加藤 正喜 五段 5 170 男

一般10M-男 福井南 細田 次雄 三段 6 164 男

一般10M-男 平泉寺まほろば 山内 正博 四段 7 162 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 三津谷 正典 四段 8 159 男

一般10M-男 福井南 田端 祐治 三段 9 157 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 平澤 耕治 五段 10 157 男

一般10M-男 福井南 宇野 明 四段 11 156 男

一般10M-男 鯖江 上坂 崇重 三段 12 152 男

一般10M-男 鯖江 片山 弘敏 五段 13 149 男

一般10M-男 福井南 高間 信義 五段 14 148 男

一般10M-男 福井南 内田 晃 四段 15 146 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 岡田 義信 三段 16 139 男

一般10M-男 勝山くずりゅう 和田 次泰 三段 17 135 男

一般10M-男 ふくいフェニックス 清水 照夫 三段 18 135 男

一般10M-男 鯖江 大川 富夫 三段 19 131 男

一般10M-男 鯖江 谷田 道治 五段 20 130 男

一般10M-男 福井南 牧野 義照 三段 21 127 男

一般10M-男 福井南 前田 俊一 四段 22 126 男

一般10M-男 つぐみ福井 山﨑 初蔵 四段 23 113 男

一般10M-男 福井南 梶原 秀雄 五段 24 94 男

一般10M-男 福井南 千馬 仁視 三段 0 男

基本動作奨励賞 いずみっこ 村松　吉郎

いずみっこ 森　葉乃

鯖江 徳田　百花

春江スポーツ吹矢同好会 海道　清美

パーフェクト賞 サンライズSFC 稲垣　美咲

鯖江 徳田　百花

いずみっこ 山﨑　一嬉

平泉寺まほろば 松田　数実

SF日の出 北島　信子

つぐみ福井 佐藤　美智子

鯖江 三好　昭

春江スポーツ吹矢同好会 高村　一夫

春江スポーツ吹矢同好会 高山　俊一

SF日の出 粟田　公二

鯖江 上田　賢治

春江スポーツ吹矢同好会 中山　久勝

平泉寺まほろば 山内　龍治

春江スポーツ吹矢同好会 川畑　孝治

福井Dragon 上坂　光弘

デモスポ大会スポーツ吹矢競技個人戦成績表 H30.9.8

No 氏　　　名 ふりがな 性別 学年 学校名 団体戦Gr 点数（2ゲ－ム） 平均点 順位

1 宮川　桃歌 みやがわ　ももか 女 1 鳥羽 A 30

2 手賀　煌大 てが　こうた 男 2 進徳 A 33

3 小林　茜 こばやし　あかね 女 3 惜陰 A 53

4 永田　涼惺 ながた　りょうせい 男 5 立待 A 50

5 佐々木　涼太 ささき　りょうた 男 6 立待 A 56

6 藤川　隼吾 ふじかわ　しゅんご 男 6 中河 A 36

No 氏　　　名 ふりがな 性別 学年 学校名 団体戦Gr 点数（2ゲ－ム） 平均点 順位

7 湧口  　恵人 ゆぐち　けいと 男 1 中河 B 48

8 枩村　優真 まつむら　ゆうま 男 3 北中山 B 17

9 佐喜眞　雅 さきま　みやび 男 4 豊 B 5

10 片岡　美優 かたおか　みゆう 女 5 鳥羽 B 27

11 枩村　凱智 まつむら　ときのり 男 6 北中山 B 54

No 氏　　　名 ふりがな 性別 学年 学校名 団体戦Gr 点数（2ゲ－ム） 平均点 順位

12 小柳　篤志 おやなぎ　あつし 男 1 惜陰 C 49

13 北川　巧真 きたがわ　たくま 男 3 神明 C 41

14 平林　叶大 ひらばやし　かなた 男 4 吉川 C 28

15 莚井　聖宙 むしろい　せいき 男 5 惜陰 C 48

16 山本　双太朗 やまもと　そうたろう 男 6 立待 C 不参加

No 氏　　　名 ふりがな 性別 学年 学校名 団体戦Gr 点数（2ゲ－ム） 平均点 順位

17 高橋　咲百合 たかはし　さゆり 女 2 豊 D 18

18 児玉　咲月 こだま　さつき 女 3 惜陰 D 56

19 手鹿　輝星 てが　らいせ 男 4 豊 D 不参加

20 岩井　菜桜 いわい　なお 女 6 河和田 D 29

21 辻　愛梨 つじ　あいり 女 6 惜陰 D 49

No 氏　　　名 ふりがな 性別 学年 学校名 団体戦Gr 点数（2ゲ－ム） 平均点 順位

22 相馬　悠多 そうま　ゆうた 男 2 惜陰 E 8

23 白崎　進之介 しらさき　しんのすけ 男 3 神明 E 58

24 高橋　蒼葉 たかはし　そうは 男 5 吉川 E 9

25 手塚　海斗 てづか　かいと 男 6 鯖江東 E 39

26 大原  漣 おおはら　れん 男 6 進徳 E 44

27 前沢　みゆ まえざわ　みゆ 女 6 鳥羽 E 42

41.5 2

30.5 4

38 3

福井しあわせ元気国体　デモスポ・スポ－ツ吹矢大会　育友会の部　　小学生の部
団体の部

30.2 5
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22 相馬　悠多 そうま　ゆうた 男 2 惜陰 E 8

23 白崎　進之介 しらさき　しんのすけ 男 3 神明 E 58
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No 氏　　　名 ふりがな 性別 学校名 合計点 順位

1 深川　岳史 ふかがわ　たけし 男 河和田 56 1

2 山本　陽一 やまもと　よういち 男 中河 49 2

3 小林　真美 こばやし　まみ 女 惜陰 45 3

4 宮川　美喜子 みやがわ　みきこ 女 鳥羽 44 4

5 湧口　智生 ゆぐち　ともお 男 中河 42 5

6 相馬　辰宏 そうま　たつひろ 男 惜陰 41 6

7 北川　正也 きたがわ　まさや 男 神明 36 7

8 白﨑　幸 しらさき　さち 女 神明 34 8

9 片岡　美里 かたおか　みさと 女 鳥羽 34 9

10 莚井　知子 むしろい　ともこ 女 惜陰 32 10

11 藤川　雅子 ふじかわ　まさこ 女 中河 27 11

12 手塚　久美子 てづか　くみこ 女 鯖江東 26 12

13 手賀　貴代 てが　たかよ 女 進徳 21 13

福井しあわせ元気国体　デモスポ・スポ－ツ吹矢大会　育友会の部　　一般の部　集計表


