
第20回夏季みやぎ弓の里A1カップ
オリンピックラウンド　男子団体戦

ベスト16

4

五十嵐 谷村 川村 
0

佐久間 我妻 阿部 

佐久間 我妻 阿部 6

0

鈴木 三浦 山口 
4

真田・蓮池・Cezar

鈴木 三浦 山口 6

鈴木 三浦 山口 6

6

小野寺 佐々木 髙橋 
6

小野寺 佐々木 髙橋 
5

小野寺 佐々木 髙橋 

鱸 佐藤 髙橋 0

小野寺 佐々木 髙橋 6

1

森山 奈須野 藤本 

鈴木 佐々木 安部 4

鈴木 佐々木 安部 5

小野寺 佐々木 髙橋 
4

佐藤 尾形 遠藤 米倉 相澤 鈴木 
6

米倉 相澤 鈴木 鈴木 三浦 山口 

米倉 相澤 鈴木 5
村上 菊池 澄川 

5

米倉 相澤 鈴木 
6

大坂 田中 松山 

大坂 田中 松山 2

菅原 澁谷 松田 2

米倉 相澤 鈴木 2

6

村上 菊池 澄川 
6

村上 菊池 澄川 

松橋 長谷川 三浦 2

村上 菊池 澄川 4

6

佐藤 制野 藤谷 

佐藤 制野 藤谷 2

角掛 吉田 川村 0
38的 2位 盛岡工Ⅰ

36的

37的 15位 鶴岡工業高校Ｂ

30的 鶴岡工業高校Ｂ

24的 宮城男子Ｂ

35的 7位 花巻北・男子Ａ

10位 青森男子Ｄ

26的 花巻北・男子Ａ

29的 花巻北・男子Ａ

25的 宮城男子Ｂ

33的 11位 青森男子Ｂ

28的 青森男子Ｂ

34的 6位 Team YAMAGATA んだず！

宮城０３’Ｓ

31的 3位 宮城男子Ａ 準優勝 宮城男子Ｂ

32的 14位 宮城男子Ｂ
第3位 花巻北・男子Ａ

27的 宮城男子Ｂ 第3位 鶴岡工業高校Ａ

30的 4位 東北学院大学Ａ

優勝

29的 13位 ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙﾎﾞｰｲｽﾞ

26的 東北学院大学Ａ

28的 12位 鶴岡中央

24的 宮城０３’Ｓ

25的 宮城０３’Ｓ

26的 8位 鶴岡工業高校Ａ

25的 9位 Team　C・H・S

27的 5位 宮城０３’Ｓ

23的 宮城０３’Ｓ

24的 鶴岡工業高校Ａ

24的 16位 宮城男子Ｅ

23的 宮城男子Ｅ

23的 鶴岡工業高校Ａ

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾙﾏｯﾁ的番
予選
順位 1/8ファイナル 1/4ファイナル セミファイナル

23的 1位 盛岡工Ⅱ

確定



第20回夏季みやぎ弓の里A1カップ
オリンピックラウンド　女子団体戦

ベスト16

1

中村・阿部・Ｄａｎ
6

中村・阿部・Ｄａｎ

5

中村・阿部・Ｄａｎ
3

千田 吉田 齋藤 

須貝 井口 小坂井 0

須貝 井口 小坂井 5

6

中村・阿部・Ｄａｎ
6

岩崎 南 小澤 
4

岩崎 南 小澤 

栗村 千田 小淵 0

岩渕 川渕 菊池 3

0

鈴木 長谷川 鈴木 

岩渕 川渕 菊池 5

岩渕 川渕 菊池 6

中村・阿部・Ｄａｎ
6

小野寺 武田 渋谷 角浜 田中 大向 
1

小野寺 武田 渋谷 岩渕 川渕 菊池 

菅野 丸山 水戸 2
金澤 阿部 金澤

4

金澤 阿部 金澤
4

小原 上林 佐々木 

金澤 阿部 金澤 5

金澤 阿部 金澤 6

角浜 田中 大向 0

2

正木 白取 浅利 
4

鈴木 星野 齋藤 

鈴木 星野 齋藤 6

角浜 田中 大向 5

0

小林 佐藤 阿部 

角浜 田中 大向 5

角浜 田中 大向 6

的番
予選
順位 1/8ファイナル 1/4ファイナル セミファイナル

7的 1位 Team DAM （DAN & ANRI & MIKI)

8的 16位

15的 Team DAM （DAN & ANRI & MIKI)

16的 東北学院大学Ｂ

17的 Team DAM （DAN & ANRI & MIKI)

10的 8位 東北学院大学Ｂ

9的 9位 宮城女子Ａ

11的 5位 盛岡白百合Ｂ

19的 Team DAM （DAN & ANRI & MIKI)

12的 12位 住田女子

18的 盛岡白百合Ａ

17的 盛岡白百合Ｂ

14的 4位 盛岡白百合Ａ

優勝

13的 13位 ノースセンターＢ

18的 盛岡白百合Ａ

Team DAM （DAN & ANRI & MIKI)

15的 3位 青森女子Ｃ 準優勝 青森女子Ａ

16的 14位 宮城女子Ｂ
第3位 鶴南Girls A & K

19的 青森女子Ｃ 第3位 盛岡白百合Ａ

17的 11位 花巻北・女子Ａ

20的 鶴南Girls A & K

18的 6位 鶴南Girls A & K

19的 7位 青森女子Ｂ

20的 10位 ノースセンターＡ

22的 2位 青森女子Ａ

21的 15位 鶴岡南

22的 青森女子Ａ

20的 青森女子Ａ

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾙﾏｯﾁ

20的 青森女子Ａ

21的 ノースセンターＡ

19的 鶴南Girls A & K

確定



第20回夏季みやぎ弓の里A1カップ
オリンピックラウンド　30m団体戦

1

藤原 菅沼 阿部 

6

藤原 菅沼 阿部 

4

藤原 菅沼 阿部 

6

菅原 阿部 三浦 

菅原 阿部 三浦 0

猪股 後藤 上野 0

佐々木 熊谷 千葉 

藤原 菅沼 阿部 
2

佐々木 佐藤 遠藤 菅原 阿部 三浦 

菅原 山口 菅原 
0

菅原 山口 菅原 

菅原 山口 菅原 6

佐々木 熊谷 千葉 5

0

後藤 阿部 及川 

佐々木 熊谷 千葉 6

佐々木 熊谷 千葉 6

1/4ファイナル セミファイナル

41的 花巻北・女子Ｂ

42的

41的 花巻北・女子Ｂ

41的 花巻北・女子Ｂ

42的 東和中Ａ

43的 東和中Ａ

優勝

44的 東和中Ｃ

30ｍ宮城Ａ

準優勝 花巻北・女子Ｂ

第3位 30ｍ宮城Ｂ

45的 東和中Ｄ 第3位 東和中Ａ

46的 30ｍ宮城Ｂ

48的 30ｍ宮城Ａ

44的 30ｍ宮城Ａ

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾙﾏｯﾁ

42的 30ｍ宮城Ａ

47的 東和中Ｂ

43的 30ｍ宮城Ｂ

確定


