
全弓連・中央道場（明治神宮第二弓道場）

番号 段位 名 前 支部 入館時間 行射開始 行射終了 退館時間 番号 称号 段位 名 前 支部 入館時間 行射開始 行射終了 退館時間

1 無段 篠崎 救子 国分寺 56 四段 宮口 真梨子 昭島

2 初段 成増 ルミ 至誠会 57 四段 桑原 広喜 板橋

3 弐段 園原 奈津恵 中央 10:30 ～ 10:38 11:10 58 四段 阿部 優衣 新宿 12:48 ～ 12:56 13:25

4 弐段 三瓶 栄二 足立 59 四段 吉原 裕司 立川

5 弐段 宮 良幸 足立 60 四段 鳴海 俊一 東大和

6 弐段 吉村 幸恵 中央 61 四段 小野 美千代 豊島

7 弐段 安藤 穂乃香 皇宮警察 62 四段 山田 満雄 東大和

8 弐段 坂爪 瞬 府中 10:38 ～ 10:46 11:15 63 五段 根本 百合子 皇宮警察 12:10 12:56 ～ 13:04 13:35

9 弐段 宮崎 淨愛 青梅 64 五段 中島 久明 千代田

10 弐段 矢萩 淳 府中 65 五段 本山 幸子 千代田

11 弐段 中根 梨花子 新宿 66 五段 葛西 浩治 江戸川

12 参段 山本 乃里子 千代田 67 五段 長井 健 足立

13 参段 福間 美穂 五條天神社 10:46 ～ 10:54 11:25 68 五段 大塚 翔一 皇宮警察 13:04 ～ 13:12 13:40

14 参段 柿澤 整 皇宮警察 69 五段 臼井 美和 中央

15 参段 佐藤 志津樹 足立 70 五段 兵藤 久美子 江東

16 参段 佐藤 絵里 浅草

17 参段 木元 孝憲 浅草 71 五段 木島 弘樹 中央

18 参段 桃澤 路子 足立 10:54 ～ 11:02 11:30 72 五段 山本 瑞穂 調布

19 参段 直江 美音 小平 73 五段 髙橋 眞佐代 立川 13:20 ～ 13:28 14:00

20 参段 江川 友香 青梅 74 五段 大木 樞 中野

21 参段 加藤 久美子 立川 75 五段 金丸 浩平 小平

22 参段 中村 登美子 昭島 76 五段 竹迫 仁子 文京

23 参段 亀山 嘉恵 至誠会 11:02 ～ 11:10 11:40 77 五段 石川 信子 杉並

24 参段 北川 久美子 立川 78 五段 國司 学 至誠会 13:28 ～ 13:36 14:05

25 参段 藤田 優 小金井 79 五段 滝 香 文京

80 五段 阿部 貴大 新宿

26 参段 田中 宗春 新宿 81 五段 畠中 孝雄 国分寺

27 参段 守屋 直子 中野 82 五段 稲田 暢文 豊島

28 参段 永井 純 港 11:20 ～ 11:28 12:00 83 五段 藤本 智宏 東大和 13:36 ～ 13:44 14:10

29 参段 佐久間 美木 文京 84 五段 岡所 潤 新宿

30 参段 水堀 としみ 大田第一 85 五段 山田 光矢 中野

31 参段 髙野 眞紀 至誠会 86 五段 清水 剛 西東京

32 参段 佐藤 悦禧 至誠会 87 錬士 五段 中村 真理子 昭島

33 四段 清水 麗 五條天神社 11:28 ～ 11:36 12:10 88 錬士 五段 久保田 幸男 昭島 13:44 ～ 13:52 14:20

34 四段 松岡 一也 三菱 89 錬士 五段 小峰 佳奈子 昭島

35 四段 佐藤 光子 江戸川 90 錬士 五段 髙谷 英志 足立

36 四段 橋本 郁也 皇宮警察

37 四段 藤岡 憲二 江戸川 91 錬士 五段 川越 俊彦 江東

38 四段 石田 公葉 大宮八幡 10:50 11:36 ～ 11:44 12:15 92 錬士 五段 城戸 晴美 武蔵野

39 四段 宮本 和子 文京 93 錬士 五段 中村 文則 練馬 14:00 ～ 14:08 14:40

40 四段 岩下 智恵子 中野 94 錬士 五段 入江 悦 江東

41 四段 香川 雅美 日野 95 錬士 五段 吉本 和喜 大田第一

42 四段 浮須 桂子 立川 96 錬士 五段 鈴木 理之 近藤

43 四段 中村 万里子 小金井 11:44 ～ 11:52 12:20 97 錬士 六段 小山 充子 平和の森

44 四段 和田　 恭一 至誠会 98 錬士 六段 深澤 光子 中野 14:08 ～ 14:16 14:45

45 四段 曽根 裕香 新宿 99 教士 六段 中橋 信子 渋谷

46 四段 田中 恵美子 防衛省 100 教士 六段 水野 重之 立川

47 四段 佐藤 由紀子 小金井 101 教士 六段 長岡 千菜美 江東

48 四段 森 紀美子 杉並 11:52 ～ 12:00 12:25 102 教士 六段 藤村 文子 八王子

49 四段 川口 泉 新宿 103 教士 七段 高橋 晃 国分寺 14:16 ～ 14:24 14:55

50 四段 竹川 芳美 小平 104 教士 七段 岩田 宗光 八王子

昼食　休憩 105 教士 七段 齋藤 往子 足立

51 四段 埼玉 かおる 杉並 106 教士 七段 田口 大祐 多摩

52 四段 川上 雪子 文京 107 教士 七段 小山 孝昭 平和の森

53 四段 國司 なほ子 至誠会 12:10 12:40 ～ 12:48 13:20 108 範士 八段 村川 平治 墨田 14:24 ～ 14:32 15:00

54 四段 石塚 義人 立川 109 範士 八段 中塚 祥一郎 調布

55 四段 塚本 陽子 大宮八幡 110 範士 九段 石川 武夫 立川

今年の大会は、会場使用条件の都合上、東京所属会員の参加で、一手　奉射　のみとなります。

休憩（時間調整）

13:30
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