
立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

1 東京第三 高橋 晃 31 静岡 宮田 百合子 61 愛知 長江 辰彦 13:10～ 13:40

2 東京第一 山﨑 充夫 32 東京第二 礒部 孝 立順 所属地連 受付時間

3 愛知 浅野 治 33 愛知 河西 稔

4 神奈川 三澤 京子 34 神奈川 細田 悦朗 62 愛知 白井 修一 14:20～ 14:40

5 山梨 菊池 敏彦 35 千葉 椎名 好一

6 愛知 原田 友康 36 埼玉 市川 政子

7 北海中央 荒川 禮子 37 宮城 三浦 繁昌

8 青森 坂本 達雄 38 東京第一 齋藤 往子

9 茨城 福地 平 39 愛知 伊藤 勝美

10 青森 佐藤 史成 40 愛知 沖田 成吉

11 東京第三 八重樫 春美 41 福島 松本 代志博

12 東京第三 平戸 昭文 42 埼玉 岡芹 喜行

13 東京第三 岩田 宗光 43 埼玉 本橋 民夫

14 宮城 吉田 与一 44 東京第三 田口 大祐

15 愛知 木塚 鉄也 45 長野 北原 修

16 福島 西田 郁子 46 埼玉 浅野 光子

17 東京第三 平戸 昭友 47 東京第三 貴俵 厚

18 神奈川 鈴木 克己 48 茨城 荻原 裕一

19 千葉 御園生 博也 49 富山 柴田 利治

20 栃木 森 茂行 50 神奈川 佐藤 健児

21 愛知 福原 基弘 51 東京第二 小山 孝昭

22 神奈川 高橋 和貴 52 宮城 竹内 正邦

23 東京第一 宇都宮 益則 53 静岡 池谷 勇

24 愛知 渡邉 百世 54 千葉 藤平 晃

25 茨城 清水 匡 55 神奈川 工藤 麻紀

26 愛知 榎戸 大介 56 千葉 菱岡 千芳

27 神奈川 大木 緑 57 静岡 深谷 幸憲

28 岩手 足利 幸吉 58 千葉 石井 一吉

29 茨城 柴原 一利子 59 愛知 佐藤 文雄

30 東京第三 内田 良子 60 東京第一 宮城 孝吉

令和３年度【南関東第１地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（１／３） 施行日：１月１６日（日）

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

会場：神奈川県立武道館弓道場

氏名 氏名氏名

氏名

第一次審査通過者

八段の部

13:10～
13:40

12:00～
12:30

※各受審者は、自身が対象の第一次審査通過者の発表を確認次第、通過者以外は速やかに退館すること



立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

1 東京第二 本間 幹裕 31 神奈川 中村 珠美子 61 東京第三 城戸 晴美 91 千葉 高山 俊行

2 東京第三 酒向 大介 32 東京第二 宮川 清 62 神奈川 山田 敏之 92 東京第二 諏訪原 淳

3 東京第三 早川 泰彦 33 神奈川 永野 賢行 63 東京第三 青木 和敬 93 東京第三 小林 侑氏

4 東京第三 生島 由紀子 34 東京第二 篠原 宏幸 64 神奈川 桐山 和子 94 東京第一 武井 省吾

5 神奈川 永久 美恵子 35 東京第三 井上 和典 65 東京第一 菊池 久子 95 神奈川 土田 明子

6 東京第二 庭野 尚美 36 東京第三 中井 仁彦 66 神奈川 金子 俊博 96 東京第一 稲垣 京子

7 山梨 根津 里美 37 東京第三 宮野 裕子 67 東京第二 室井 昌夫 97 東京第二 門奈 敦

8 東京第三 中野 明子 38 東京第一 榎本 英之 68 東京第二 大和 留奈 98 東京第一 水野 裕子

9 神奈川 繁友 修 39 神奈川 米岡 ミホカ 69 山梨 平出 恭代 99 神奈川 桐山 直文

10 千葉 木下 敏昭 40 神奈川 神野 明子 70 東京第一 柳沢 栄子 100 神奈川 久恒 幸子

11 東京第三 榛澤 ゆかり 41 東京第三 加島 満春 71 東京第三 村山 俊郎 101 東京第三 相原 和子

12 千葉 森岡 智子 42 東京第一 大野 博 72 神奈川 上原 智子 102 東京第一 植原 信義

13 東京第一 村永 弘昭 43 神奈川 藤井 敦子 73 山梨 古屋 清記 103 千葉 中嶋 律夫

14 東京第一 那賀 美奈子 44 東京第三 渡邉 真理 74 神奈川 中田 修 104 神奈川 岡田 美波留

15 千葉 星野 英之 45 東京第三 杉山 久美子 75 千葉 星野 一江 105 東京第一 池田 尚弘

16 神奈川 小澤 由美子 46 東京第三 中村 文則 76 東京第三 川添 秀和 106 神奈川 荒井 陽子

17 東京第三 吉田 幸平 47 千葉 木口 正志 77 東京第三 大森 淳子 107 神奈川 江成 幸子

18 千葉 木村 正 48 東京第三 伊藤 佐保子 78 神奈川 平田 敏枝 108 東京第三 橋本 卓爾

19 東京第三 中山 洋子 49 東京第三 岡嵜 幸平 79 東京第二 本郷 朝子 109 東京第三 戸田 恵美子

20 神奈川 新川 久美子 50 東京第三 平井 恵 80 神奈川 中村 千絵 110 神奈川 鈴木 泰雄

21 千葉 植田 裕美 51 千葉 加賀美 佳子 81 千葉 濱田 稔 111 東京第三 丹羽 幸子

22 東京第三 藤岡 圭子 52 東京第二 古江 京子 82 東京第三 長谷川 トシ子 112 千葉 阿部 まつ子

23 神奈川 小林 正裕 53 東京第一 落合 加代子 83 神奈川 石田 京子 113 千葉 水島 恒郎

24 千葉 山内 功 54 東京第二 榎本 治男 84 千葉 佐々木 昭二 114 神奈川 宿谷 奈央

25 神奈川 田所 伸子 55 神奈川 里見 英之 85 神奈川 平田 和男 115 東京第三 大沼 修

26 神奈川 落合 良行 56 東京第二 田中 宏和 86 神奈川 阿部 泰子 116 神奈川 佐藤 登美子

27 東京第一 星屋 雄三 57 神奈川 加納 眞士 87 千葉 古澤 範幸 117 東京第三 伊倉 功

28 神奈川 寺尾 義裕 58 神奈川 梶野 陽子 88 神奈川 田中 恵美子 118 東京第一 鈴木 理之

29 千葉 金田 由紀 59 東京第三 入江 一也 89 東京第三 山形 正

30 東京第三 大庭 正子 60 神奈川 津田 みゆき 90 神奈川 小野 正也

令和３年度【南関東第１地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（２／３） 施行日：１月１６日（日）

　　　　　　　　　 ※当日の合格発表を行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

氏名 氏名 氏名 氏名

9:00～
9:30

10:10～
10:40

11:50～
12:20

13:00～
13:30

六段の部

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

会場：全日本弓道連盟中央道場



立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

201 神奈川 前之園 裕一 231 東京第三 坂本 文子 261 東京第一 加藤 智子 291 千葉 三枝 茂男

202 東京第一 石川 麻子 232 東京第一 矢島 英明 262 神奈川 安田 憲二 292 東京第三 黒田 優子

203 千葉 鍵和田 義廣 233 千葉 稲村 彦 263 千葉 小髙 道子 293 神奈川 菅沼 伸次郎

204 東京第一 髙谷 英志 234 東京第三 山﨑 喜男 264 神奈川 乗冨 マチ子 294 神奈川 田口 元明

205 神奈川 古賀 政子 235 東京第一 黒木 志津香 265 東京第三 増永 瑞枝 295 東京第三 阿部 みゆき

206 神奈川 吉田 妙子 236 神奈川 瀧田 佳代 266 東京第三 野中 利昭 296 東京第三 中村 真人

207 神奈川 加藤 之裕 237 神奈川 杉浦 勝利 267 山梨 進藤 美砂 297 神奈川 小谷 照子

208 神奈川 江副 元気 238 東京第二 張間 憲 268 神奈川 竹内 良子 298 神奈川 佐々木 喜代治

209 千葉 滝口 裕子 239 千葉 岡田 淳子 269 東京第二 丸山 永子 299 千葉 田村 和彦

210 神奈川 田中 孝子 240 千葉 坂本 恵子 270 神奈川 石川 喜代子 300 東京第三 古田 博規

211 神奈川 佐々木 晴子 241 東京第三 今井 豊 271 東京第三 長岡 秀代 301 神奈川 大塚 悦子

212 東京第二 熊谷 真理子 242 神奈川 武田 英二 272 東京第二 蕪木 佳代子 302 東京第三 仁藤 美保

213 東京第二 秋葉 紀子 243 山梨 渡辺 純子 273 東京第三 小平 稠 303 千葉 樋口 静子

214 東京第三 橋本 岳 244 東京第二 高田 弥生 274 東京第三 武智 孝太郎 304 神奈川 出口 宏光

215 神奈川 下門 芳子 245 東京第一 髙橋 柳太郎 275 東京第二 吉本 和喜 305 神奈川 河村 ノヱ子

216 神奈川 岩村 万里 246 千葉 本間 慎治 276 東京第一 矢作 悦子 306 東京第一 篠花 明美

217 神奈川 米田 貴美子 247 神奈川 小川 卓也 277 神奈川 尾場瀬 春志 307 東京第一 神成 泰子

218 東京第一 鈴木 啓司 248 神奈川 森岡 道代 278 千葉 萩原 紘一 308 神奈川 竹内 眞理子

219 神奈川 久保 保忠 249 千葉 木村 紀覚 279 神奈川 長谷川 雪子 309 千葉 鶴岡 恵子

220 東京第一 髙橋 純子 250 千葉 金子 進 280 東京第三 森本 滋也 310 千葉 田杭 平三

221 千葉 竜嶽 譲児 251 神奈川 萩原 智子 281 千葉 前田 由美 311 東京第三 沼澤 朋子

222 千葉 水江 節子 252 神奈川 奥野 和雄 282 神奈川 神部 智栄子 312 神奈川 安田 修

223 千葉 遠藤 良子 253 東京第三 佐々木 宗明 283 東京第三 相原 喜龍 313 東京第一 五本 順子

224 神奈川 田中 準一 254 東京第三 福島 幹子 284 千葉 中嶋 美恵子 314 神奈川 片桐 厚子

225 神奈川 正田 惟子 255 東京第三 今井 陽子 285 神奈川 松井 和彦 315 神奈川 鈴木 仁近

226 東京第三 釋迦郡 智子 256 千葉 平川 忠興 286 千葉 幸田 孝一郎 316 東京第二 大須賀 啓三

227 千葉 中村 明子 257 東京第三 吉江 徹 287 千葉 横山 広治 317 千葉 永峰 正巳

228 神奈川 三輪 憲治 258 東京第二 丸山 和男 288 東京第三 原 真澄

229 東京第三 本山 順 259 神奈川 佐藤 美左子 289 東京第一 鈴木 実

230 東京第一 岩渕 良一 260 東京第一 金 敏美 290 東京第二 稲垣 昌子

　　　　　　　　　 ※当日の合格発表を行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

氏名 氏名 氏名 氏名

9:00～
9:30

10:10～
10:40

11:50～
12:20

13:00～
13:30

令和３年度【南関東第１地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（３／３） 施行日：１月１６日（日）

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

会場：明治神宮武道場至誠館弓道場

六段の部


