
平成30年度　国民体育大会　ライフル射撃競技　第2回県予選会

種目　ビームライフル少年男子立射60発競技
平成30年5月20日

順位 們ｹ}��h������kﾈ��������������劔�1　　　2 �3 釘�5　　　　6 刹L！昆 佇飲��備考 

1 �8�ﾃ��h��ﾈ駿�8�����劔俘i69yc)D��105．0 �����C��103．4　102．8 �101．5．103．3 �617．8 ��ﾂ�－ 

2 �(�ﾃX�X��ﾘ)�T茂O右��劔 傚�69l｣9D��100．4 涛��CR�102．0 ���(�C"�103．1 �����Cr�607．9 ��ﾂ�－ 

3 �(�ﾃ"�5酉 �B�諷 ����偃x��9D��99，1 涛��C"�101．7 �����Cr�101．3 �����C��602．9 ��ﾂ�－ 

4 �8�ﾃB�平岩太1粗 劔 冽c��ﾃ9D��101．0 �����C��100．4 涛��C�������嶋�Cr�涛x�C��596．2 ��ﾂ�－ 

5 �8�ﾃb�杉浦力也 劔����)D��97．7 涛��C��97．4 �����C�������C2�涛X�C��593．2 ��ﾂ�－ 

6 滴�ﾃR�金光佑 劔�i69l｣)D��98．2 涛��C(��������Cr�涛X�C��涛x�C�������Cr�590．8 ��ﾂ�－ 

7 �8�ﾃ��坂部快日音 劔佛(�ｩ�ﾃ)D��98．8 涛��Cx������嶋�3r������C�vC����C��涛8�Cr�590．0 ��ﾂ�－ 

8 �(�ﾃ���中Jt 凵z尚哉 劍琶69l｣)D��97．8 涛x�Ch�H�c嶋�C��涛h�Cx������嶋�Cb������3��588．7 ��ﾂ�－ 

9 �(�ﾃB�近藤烹庇 劔佛(��)D��98．2 涛x�Cx�C嶋�C��涛x�CX����塗�CR�涛x�C��586．7 ��ﾂ�－ 

10 �8�ﾃ"�都 冽iu)���劔f���)D��97．7 涛x�C��95．5 涛(�C(������Cr�涛��C��583．9 ��ﾂ�－ 

11 �(�ﾃ2�佐古菅櫛 劔�i69yc)D��96．7 涛8�Cr�96．1 ���(�C�������度�CB�涛h�C��582．8 ��ﾂ�－ 

12 �(�ﾃ���野 �(hﾇﾉYr���ﾂ��X�ｩ�ﾃ)D��99．3 涛��C��95．1 涛h�C��S�8�Cr�涛��Cb�582．4 ��ﾂ�－ 

13 �(�ﾃ��渓谷旭 劔�i69{ﾃ9D��92．4 涛(�C��98，9 涛��Cb�98．3 涛x�C��578．4 ��ﾂ�－ 

14 滴�ﾃb�塁粟 ���岑ﾔｹWb�劍���)D��92．8 涛8�C��95．4 涛h�C��97．2 涛x�C"�572．5 ��ﾂ�－ 

15 滴�ﾃ2�天野 剞ｹ太 劍琶69l｣9D��94．7 涛8�C��93．1 涛(�C"�97．0 涛H�C��564．9 ��ﾂ�－ 

16 滴�ﾃ��長谷 剞�ｾ一 劍��69yc)D��95．7 涛(�C"�96．8 涛(�Cr�89．8 涛X�C2�562．5 ��ﾂ�－ 

17 �(�ﾃr�樺 �B�隠 �6ﾈ�R��i69>ﾃ9D��91．0 涛H�C��94．4 涛X�C"�88．3 涛��C��560．9 ��ﾂ�ー 

18 �8�ﾃR�】刀藤 剄K男葦 � �9�69yc9D��91．9 涛��CF涛��C�����店�3"��94．7　　94．8 �558，9 ��ﾂ�－ 

19 �(�ﾃ��天 剿�z羽 劍琶69{ﾃ)D��88．2 涛��3H����店�CH��ｮﾈ���8�38�������8�C�����度�C2�劔549．4 ��ﾂ�－ 

20 滴�ﾃ(������Y����貶ﾌ｢�劔舒&倩｣9D��94．5　■　94．1　喜　92．8；83，6　　82．6　　85．5 劔�533，1 ��ﾂ�－ 

種目　ビームライフル少年女子立射60 劔劔発荒技 

順位 �Y��ﾜ�������������kﾂ�剌� 儖b�1　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6 劍ｴﾉ��決勝 儖Xﾖﾂ�

1 �(�ﾃ������ﾉ�8*�*�*"�刳竅A �7Ywc9D��103．8．104．2　104．8．103．7　103．9　103．8 剴c#H�C"�－ ��ﾂ�

2 ���ﾃ�������ｷﾅ&ﾃ��ﾋ��刮F田 凉c)D��103．8　103．9　≡103．0　二102．6　103－2　102．6 剴c���C��－ ��ﾂ�

3 �6sh������蓼ﾞ永ﾘﾈ��刳竅G �,3)D��101．3　■101．1　102．1　101．3・103．5・101．6 剴c���C��－ ��ﾂ�

4 ���ﾃ���坂部経香 刮F田 冤｣)D��103．9　＿101．5　　98．9　102．1■103．7 �100．2 田���C2�－ ��ﾂ�

5 ���ﾃ��田モ楳花 刮ﾕ ��ﾕ｣)D��99．7　‾100．1：103．8　　98．6　100．5 �101．7 田�H�CB�－ ��ﾂ�

6 ���ﾃ"�畑田王由香　■　晋 劔g�9D��98．9　　99．9　103，5　102．4．100．1 �99．2 田�H�C��－ ��ﾂ�

7 ���ﾃB�猫 冢ﾉ�ﾈ扎���H��62�冤｣9D��101．5・100．2　　98．5．102．6　101，2　■　99．1 剴c�8�C��－ ��ﾂ�

8 ���ﾃr�永田万由　　　署田 劔yc9D��98．4・102．7　102．9　■　99．0・101．1・98．9 剴c�8�C��－ ��ﾂ�

9 ���ﾃR�失口　実春　　　　雪 劍��)D��103．6　毒102．1　101．2・98．9 涛x�C��C祷�CB�田�(�C"�－ ��ﾂ�

10 ���ﾃ��堅田早青　　宇田 劔l｣)D��99．1　■101．1．99．7　　97．9 �����C��102．0 鉄祷�C��－ ��ﾂ�

11 ���ﾃ���■lt部重々香．岩 劍ｿ3)D��96．8　…　96．9　■101．1≡　97．7 涛x�CB�99．5 鉄��CB�－ ��ﾂ�

12 ���ﾃ6���ｨ揵}�益wh�����������"�劍ｿ39D��98．7　■　98．8　　96，5　　96．5 �����C��93．7 鉄ス�C��－ ��ﾂ�

13 �(�ﾃb�井川明莞　　　岩； 劔�｣)D��94．0；94．5：96．3・96．9 涛x�C"�94．3 鉄s8�C"�－ ��ﾂ�

種目　ビームピストル少年男子立 劔們ｳc�Jﾘﾗ(ｵ｢�

順位 們ｸﾜ��氏 ��名　　　　　所　属 �1 �"�3　　　　4　　　　5 �6 俘xﾇb�決勝 儖Xﾖﾂ�

1 滴�ﾃ�2�覇l ��ﾃ�甁�フ】百t　．　軍刀夜2年 �91 塔��87　　　87　　　94 �85 鉄#R�－ �7�5��トル 

2 ���ﾃ�H�h����+��从��悟　　　　三安城3年 �86 塔2�86　；　87　　　83　　　86 剴S���－ �7��X5��トル 

3 ���ﾃ�X�����Fｲ�伜"�憶庇　．　要l成2年 �92 塔��79　　　79　　　78　　　89 剴S�R�－ �7(5��トル 

4 滴�ﾃ�B�山 �(2�鰐平　；　苛】成3年 �82 塔h�����80　■　85　　　74　　　93 剴S���ー �7(5��トル 

5 �8�ﾃ�"�上 ��将斗　：　軍拡2年 �80 都���������������s�������ベ���������剴Cビ�－ �7���5��トル 

6 �(�ﾃ�H�������"���媚日露 佛(唔�ﾃ)D��79　　　84　■　79　　　83　　　80　■　81 劔鼎ッ�－ �7(5��トル 

7 滴�ﾃ�X�x���ｩ8���:��諷 佛(uI�ﾃ)D��71　　　75　　　86　　　86 剴sX�������2�鼎sb�－ �7(5��トルl 

8 �8�ﾃ�R�萩 ��|r�1有響 佛(ｦs)D��70　　　79　　　74　　　74 剴s(������c��鼎3r�－ �7(5��トル 

9 �8�ﾃ�B�’冨 �62�】萎司 佛#��ﾃ)D��69　　　73　　　62　　　67 剴c�������SB��3釘�－ �7(5��トル 

10 �(�ﾃ�R�森 �<B�汰　　■　軍1校3年 �70；　58　　　61　　　66　　　52　　　61 劔�3c��－ �7�5��トル 

種目　ビームビス 劍6x6ﾒ�レ少年女子立射60 剩ｭヨ琵技 

‖順位l舅寸座 倩���kﾈ�������������������������(��������8��������H��������R�塗��j���ﾘxﾇh��H��?�ﾈ飲���ﾈ������OXﾖﾈ������ﾂ�

112－13 亶i]ｶｨｹ靼�������ﾅ)g�)D����s(������ス������cX������s��71 都X�����C3�����H����������ﾈ������7�5�6x8ｲ�

213－13 緬�ｸ�(轌kﾈ��������ｮ(･ﾃ)D����Sh������c�������s�������s��73 都������C�h������������������785�6x8ｲ�

種目　ビームライフル少年男子正男打60発荒技団体戦 

実施せず
ビームライフル少年女子立射6

順位I �6��ﾈ8��I　氏　　名 侘)�ﾉ;�5��l　冨計得点　l ��OX����ﾖﾂ�

1l 們�邵+�+��

切時刻　13時35分 審査ジュリー　　鈴木萄－

おかだ　ゆう
たかざ　かつよし
さかい　そうた

なるせあおい
ゆげ　みなみ
みさき　ゆづき

つづき　りようじ

とりいさとる
すぎやま　ゆうせい

くぼ　すずか
よこやま　れいな

く
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叫


